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大村 智（北里大学特別栄誉教授）

日本の美容医療No.１の実績をひっさげて
総合医療分野へも進出

相川 佳之（SBCメディカルグループ代表 湘南美容外科クリニック総括院長）

医学部を目指す人たちへ
表紙写真／相川 佳之（SBCメディカルグループ代表 湘南美容外科クリニック総括院長）

株式会社新成堂ホールディングス（調剤薬局）
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●グラビアインタビュー
北里大学特別栄誉教授 大村 智
湘南美容外科クリニック総括院長 相川 佳之
●医学部を目指す人たちへ
医学部の教育の概要
全国医学部の教育の特色
YMS: 最新 ! 医学部入試生物 [1]
= 細胞のはたらき 高橋 靖

エコール麹町メディカル :
基礎からの小論文・面接講義 [12]

原田 広幸

実戦的英語特別講座 :
小柳優子の 医学部合格塾 [94]

小柳 優子

●新しい歯科医師の時代がやってくる！＝
（社）日本私立歯科大学協会
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月刊

二〇一七年四月十日
（毎月一回十日発行）
第四十二巻一号

主要取引先

月刊「医歯薬進学」昭和51年７月17日

表紙／湘南美容外科クリニック
総括院長 相川 佳之氏

●心とカラダがつながるヨガのお話 [1] 秋沢 淳子
●ホットニュース
= 平成 29 年度センター試験の結果と国公立医歯薬
大志願者状況
●医学ジャーナル ( 菊池 一久 )
●メディカルつれづれ草 ( 丹野 顯 )
● HOW TO READ
●読書案内
●返り血を浴びないための英語塾 :1 限目
●看護師はミタ ! [1]
●定期購読案内
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巻頭グラビアを飾る各界のトップキーマンたち

巻頭グラビアを飾る各界のトップキーマンたち
グラビア・インタビュー 2

グラビア・インタビュー 2

相川佳之

相川佳之

生はこの施術が得意」とか、僕自身が新しい

SBC メディカルグループ代表 湘南美容外科クリニック総括院長

相川 佳之

心に決めていた3年後の開業

施術を試した映像なども公開しています。患

―勤務医として 3 年勤めた後、2000 年

情報をオープンにしてきました。本当に知り

に独立して開業されました。

たい情報を伝えることで、信頼していただけ

者の不安が少なくなるように、できるかぎり

僕の両親も薬剤師でありながら経営者でし

2017年4月号 グラビアインタビューより
グラビア・インタビュー 2

グラビア・インタビュー 2

相川佳之

相川佳之

グラビアルポ 1
グラビア・インタビュー 2

いたのですが、その時から「日本で一番、

急成長の理由

SBCメディカルグループ代表
湘南美容外科クリニック総括院長
あ い か わ

よ し ゆ き

相川 佳之

患者が来てくれる美容医療グループになろ

ー昨日、アメリカでの視察旅行から帰国さ

う！」と決めていました。目標を見つけた

れたばかりとお聞きしています。本当にご多

ら、「なれたらいいな」ではダメなんです。

忙でいらっしゃいますね。

撮影

て走り続けてきました。

う目の前に美容外科クリニックトップの座が

ました。それはもう焦りましたよ。患者が来

見えているころでした。
この時に自分の中で、

ない日には、自分でビラを作って配ったりも

ひとつの大きな疑問が湧いてきたのです。
「こ

しました。
当時、
美容医療の広告はフリーペー

の状態でトップになれたときに、果たして誰

パーや女性誌に掲載するか、テレビコマー

が一緒に喜んでくれるんだろう？」と。そこ
で考えて考えて行きついたのが、今の経営理

た大切な体に傷をつけるなんて」とか、「自

て、さんざん悩んだ末に相談に行った病院で、

念「究極の三方よしを実現する」です。「顧

然に反するのはよくない」といった偏った

たため、母が 1 人で一生懸命働いて学費を出

金がかかりますから、収入がない状態では広

メリカのビバリーヒルズにも開院予定で、物
件探しなどをしてきたところです。国内外の

イメージがあり、治療を受けようとする方

新たな拠点探しに、日々飛び回っています。

は肩身の狭い思いをしなければなりません

ー現在はどのようなお仕事をされているの

でした。しかし、最近はかつての暗いイメー

ですか？

ジも払拭され、若い女性だけでなく幅広い
世代の男女がクリニックに足を運べるよう

容整形外科のクリニックを開院することから

になったと思います。
「健康で長生きしたい」

スタートしましたが、その後、診療科目を増

という思いをかなえる医療があるように、

してくれていました。研修医の月給はとても

「気にするな。君は健康なんだから、勉強し

告を打つこともできません。しかし、ちょう

客（患者さん）の喜び」「社会貢献」「スタッ

少ないので卒業後も仕送りをしてもらう人が

なさい」と言われたんです。今でも忘れられ

どその頃、広告媒体がインターネットに移行

フの幸せ」を叶えて“究極の三方よし”を実

多かったのですが、自分にはそんな選択肢は

ない言葉です。だからこそ、「コンプレック

しつつありました。そこで、ホームページの

現することが、僕が目指すものであり、使命

ありません。ですから、たくさん手術をして

スを解消したい」と思う人の気持ちがよくわ

充実に力を入れました。たくさんの方に見て

だと思っています。

経験を積み、できるだけ早く一人前のドク

かります。美容医療なら、ほかの科より、よ

いただけたことが大きかったですね。

ターになって自立したかったんです。救命救

り患者の気持ちに寄り添うことができる、人

急はもちろんハードですし、日大の泌尿器科

の助けになるのでは…と気持ちが動いた。
―勤務医としての仕事はいかがでしたか？

―なるほど、それが様々な社会貢献活動に
もつながっているのですね。最近では美容整

やし、治療分野も多岐にわたっています。腕

「きれいになって前向きに生きたい」という

も激務で知られていました。美容整形も朝か

のいいドクターたちが育ってきていることも

思いを叶える医療があるのはごく自然なこ

ら晩まで手術をしています。この 3 つの科の

大手の美容整形クリニックに勤務したので

あり、現在はグループの経営と人材の育成に

とです。

中で最も自分が成長できるのはどこかと考え

すが、やはり激務でした。とにかく早く一人

たとき、毎日、1 日じゅう手術のある美容整
グラビア・インタビュー 1
形だと思いました。月給も最初からきちんと

当院はリピーターの患者が多く、全体の

専念しています。
ー2000年に開業してからわずか16年で

80％を占めています。治療内容に満足いただ

全国56院（※）に拡大されたのは、まさに快進

いた方が再度来院してくださることも、患者

撃といえますね。この急成長の理由は何で

数が伸びた理由だと考えています。

当院では、美容整形施術の内容や料金、施
術を受ける前後や途中経過の写真、「この先

アジア初の伝説のクリニックへ

形以外の分野にも進出されていますね。
2 016年に両国駅前の総合病院に提携参入

前になりたくて、
休日を返上して働きました。

し、内科、消化器内科、外科、脳神経外科、

もらえたので、親に迷惑をかけなくてすむの

し」なんてこともよくありますが、体力がな

整形外科、眼科、リハビリテーション科など

も大きかったですね。

いと集中力も途切れてしまいます。自分は体

を備えた湘南メディカル記念病院を開設しま

育会系なので体力には自信がありました。ド

した。ガンの免疫療法、医療療養型病床、不

お とがコンプレックスでした。小学校時代はま
お む ら
さ と し

大村 智

だよかったのですが、思春期になるにつれ悩

妊治療などにも取り組んでいます。2020年に

クターに必要な体力も、テニスのおかげで養
えたので。

は300床以上の病院を開院、2045年には「世

▲スタッフ同士のコミュニケーションも欠かせない

12
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相川佳之

いかと自分では思っています。

感じていたんでしょうね。僕は何より自由を

―医学部を志したきっかけはなんだったの

愛する人間なので、薬局を継がなければいけ

でしょう。

ないという空気感から逃れたかった。小学 6

両親ともに薬剤師で、僕が高校生のとき薬

年生の時の作文を見返すと、
「将来の夢は医

小さいころから好奇心旺盛な子どもだっ

局を15店舗ほど経営していました。僕は長男

者」とはっきり書いているので、心のどこか

たと思います。僕は仕事も遊びも“未体験

なので、薬局を継ぐために薬学部を受験する

で薬剤師じゃなく医者になりたいと、ずっと

ゾーン”が大好きなのですが、それは他界

のは暗黙の了解でした。でも受験の 2 週間前

思っていたんだと思います。

した父が、こと“体験する”ことに関して

に、志望を薬学部から医学部に変えちゃった

は時間やお金を惜しまない人だったからじゃ

んです。急に進路変更したものだから、理科

ないかと思いますね。何か買ってほしいと

もやらなきゃ、数Ⅲもやらなきゃ…となっ

人生のターニングポイントに

言うと、「それは大人になってから自分で稼

て、結局受験には間に合わず、そこから 2 年

―晴れて念願の医学部（日本大学医学部）

いで買いなさい」と言われましたが、やり

浪人してやっと医学部に受かりました。

に入学されて、どのようなキャンパスライフ

2017/03/07

たいと思うことは惜しみなくさせてくれま

両親には「薬局を継ぐ」という約束で医学

した。そのことは親にとても感謝していま

部を受験したのですが、なぜ受験直前に志望

す。色々な体験をしたことが、物事を多面

変更したのかと問われれば、
「将来は薬剤師」

ニスバッグに教科書を入れて、テニスウエ

的に捉えることにつながっているんじゃな

というレールが引かれていることに窮屈さを

アで通学していたので、友人たちには「テ

朝日新聞社

14:42:57
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湘南美容外科クリニック総括院長
あ

い

か

わ

よ

し

ゆ

き

相川 佳之

を過ごされたのですか。

日本の美容医療No.１の
実績をひっさげて
総合医療分野へも進出

大学時代はテニス一色の生活でした。テ

ニス学部・医学クラブ」なんて言われてい
ました（笑）。中学・高校とテニスをやって
いたので、「医学部ではテニスで負けるわけ

究極の三方よしー「患者の喜び」
「社会貢献」

がない」と思っていたのに、実際は、ジュ
ニアからテニスをやっているような学生が
たくさんいた。負けたくなくて、1 日も欠

撮影

「スタッフの幸せ」
を目指して

村上宗一郎

かさず練習しました。アメリカでプロが通

ングポイントとなりました。こんなへたれな

うキャンプに参加したほどです。そしてつ

自分でも、努力して目標を実現できたので

いに関東医科歯科リーグという大会で優勝

す。「努力すれば結果は必ずついてくる」と

することができました。

実感したこの体験がなかったら、今のように

このことは僕にとって人生の大きなターニ

提供

仕事を頑張っていなかったかもしれません。
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療の世界でも 1 番になろうと思えたんです。

進路選びの基準は

「自分を高められるハードな分野」
―その後、進路を決めるとき、美容医療の

▲趣味は

飛行機や

分野を選ばれたのはなぜですか？

▲両国駅前にある総合病院・湘南メディカル記念病院（上左）、湘南美容外科クリニック京都院（上右）
、
サロンのような診療室（下左）、相川先生みずから講義をする研修風景（下中・下右）

▲テニスに打ち込んだ学生時代（左から二番目が相川先生）

ポ相川先

2017/03/07

3

ターの操

縦

Pr of ile
相川 佳之
（あいか
わ・よし
ゆき）
神奈川県
出 身。 日
本大学医
の研修医
学部卒業
を経て大
後、 麻 酔
手
美
科で
容整形ク
2000年 に
リニック
独 立 し、
に 勤 務。
神奈川県
クリニッ
藤沢市に
ク を 開 院。
湘南美容
2017年1
外科
55院、医療
月 現 在、
施設43か所
ク
リ
ニ
ック
を展開す
グループ
る SBC メデ
の代表で
あり、湘
ィカル
総括院長
南美容外
を務める
科クリニ
。趣味は
ックの
び込むこ
テニスと
と。
未知の世
界に飛

生インタ

ビュー v11
40.ind

11

10-11

」を目指

美容整形外科という 3 つの科で迷っていまし
1704_グラル

10

ヘリコプ

14

く中で、僕は最後まで救命救急、泌尿器科、

2017/03/07

れる病院

11:28:14
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相川佳之

テニスでの優勝経験が

、患者様

す。

定時制高校の教員からキャリアをスタート。

▲女性スタッフが多い当院

ビュー 2

界で一番

人間味あふれる医療人の育成に心血を注ぐ
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日本一を超えて、

僕たちドクターは「手術で 5 時間立ちっぱな

北里大学特別栄誉教授
それと、自分は子どもの頃から背が低いこ

しょうか。（※）2017年1月現在の院数。

▲昨年 11 月に開院したベトナム院

―どんなお子さんだったのですか？

とスタッフが何人も辞めていったのです。も

科ベトナム院を開院していますが、新たにア

して、また医療業界のトップを目指す経営者としてのお話をじっくりお聞きしました。

薬学部から医学部へ志望変更

とも言っていたのでしょう。ついていけない

かったんです。1 日に 1 人、なんて日もあり

シャルを打つのが主流でしたが、広告にはお

のテレビコマーシャルでおなじみですが、その言葉どおり、エネルギッシュな情熱経
営で活躍されています。日本国内のみならず世界を飛び回る相川先生に、ドクターと

8-9
受験の2週間前に、

すから人に気を使うことなどなく、厳しいこ

苦労しました。開業しても患者が全然来な

みも深くなり、本を読んだり色々調べたりし

独立からわずか16年で56院ものクリニックを開院し、美容医療業界で急成長を続け
る SBC メディカルグループの代表を務める相川佳之先生。
「好きな言葉は情熱です！」

1704_グラルポ相川先生インタビュー v1140.indd

シーンのようになっていました。マシーンで

る」と決めていました。

た。当時、父が病気で入退院を繰り返してい

「スタッフの幸せ」
を目指して
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はまったくなくて、最初から「3 年で独立す

美容整形は、少し前まで「親からもらっ

究極の三方よしー「患者の喜び」
「社会貢献」

8

自分はとにかくがむしゃらに働いて、仕事マ

グループでは、すでにベトナムに湘南美容外

SBC メディカルグループの経営です。美

日本の美容医療 No.１の
実績をひっさげて
総合医療分野へも進出

の壁は「人」でした。業績の拡大とともに、

すね。勤務医としてずっと働き続ける気持ち

村上宗一郎

「絶対になる」という気持ちで、目標に向かっ

ええ。僕が経営している SBC メディカル

その後は順調に規模を拡大したものの、次

書を多く読んだりと、独立志向が高かったで

しかし、開業当初は経営がうまくいかず、

神奈川県藤沢市に最初のクリニックを開

開業から16年で56院を開設した

るようになったのだと思います。

た。その影響からか、学生時代からビジネス

d

14:42:59
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2017 年 5 月号

巻頭グラビアを飾る各界のトップキーマンたち

2017 年 1‑2 月号
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医療法人鉄蕉会

グラビア・インタビュー 1

三好法登志

三好法登志

亀田総合病院診療部事務室長

三好 法登志

院長自らスター医師を採用

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
診療部事務室長
み

よ し

の り

東京医科歯科大学名誉教授

りましたか。
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と

し

三好 法登志

海外で新しい知識や技術を習得した医師が
いると、「あの先生に教わりたい」という理

ー亀田総合病院は医師の採用に特に力を入

由で志望してくれる学生が増えます。そし

れているそうですね。

て、医師たちもまた、後進の育成に熱心なの

亀田信介院長自らスター級の医者たちをリ
クルートし、「自分の一番の仕事は、いい先

教育は当院の大きな柱で、経営陣は「お金

思いを受けて、優れた医師に会いに行ってい

がかかっても教育に力を入れないと先がない」

るのが、私たちのチームです。人気の医師は

との考えで、先行投資しています。系列の学

各所から誘われていますが、幸い当院には、

校（亀田医療大学、亀田医療技術専門学校、

自慢の医師が何人も来てくださっています。

安房医療福祉専門学校）では、看護師教育に

いい医師が揃ってこそ、患者さまに良い医療

も注力しています。

を提供できますので、採用という仕事はとて

マッチングで勤める病院を決める

も重要です。
ー「いい医師」というのは、採用時はどこ
で判断されるのですか。
私は医師ではないので医療スキルではな

職種は手段であって
目的ではない。
何をしたいかを明確に！

職種は手段であって
目的ではない。
何をしたいかを明確に！

く、コミュニケーション能力やお人柄を見て

以前は、大学の医局制度で系列の大学や病
院に行くというのが一般的でしたが、最近

医師のネットワークを通して伝わってきます

は、大学や病院のプログラムによって、自分

が、人となりは、会わないかぎり分かりませ

で行きたい研修先を選ぶ人も増えてきました。

んから。

国家試験に合格した医学部卒業生は、５、
６年ほど研修医として働きます。このうちの

人材が最大の財産。

明るく、目的意識の高い医師を求めています
学業成績が特に優秀な人が選ぶ職業というイメージが強い、医師という仕事。し
かし、患者の診察、治療、ケアを行う臨床医師に求められるのは当然、学力だけ

▲診察風景

▲面接時はコミュニケーション能力や人柄を見る（撮影

父の実家に疎開して終戦を迎えるのですが、
の後の私の生き方を決めたような気がします。

▲大学時代は柔道部に所属

人間、誰でもいつかは死ぬのです。私は幸

なっていました。現役で東京大学を受験する

運にも生き延びたのだから、命が尽きるその

ものの、これは見事に玉砕。一浪した翌年、

日まで、自分にウソをつかないよう、やりた

東大と東京医科歯科大学に合格し、東京医科

いことをやって生きようと。

歯科大学に入学します。

人生の転機にトイレで出会う

東京医科歯科大学名誉教授

藤田紘一郎（医学博士）

寄生虫博士として著名であり、マスコミに登場することも多い藤田紘一郎先生。
「サナ
ダムシをお腹の中で飼っていた」というエピソードはあまりにも有名ですが、その型破
りな研究者人生はどうやって生まれたのでしょうか。生い立ち、人生の転機となった恩
師との出会い、山あり谷あり、そして笑いも涙もたっぷりの破天荒な人生を振り返って
いただきました。

――東大に合格しながら、なぜ他の大学を選ん

たから」です。戦後、父は三重県の山の中に

だのですか？

ある国立結核療養所の所長になり、家族は敷

当時、今の理Ⅲはなく、理Ⅱへ入学して、

地内で暮らしていました。当時の結核は国民

そこから数十名が医学部に選抜される仕組み

病で、大変恐ろしい感染病。その療養所で暮

だったんです。全国の秀才が集まる東大の、

らす子どもたちは「近よるとバイ菌がうつる」

さらに選りすぐりの医学部に入れるとはとて

と学校でいじめられましてね。遊び相手は同

も思えなかったので、そのまま医学部に入学

じ療養所の敷地内で暮らしている子どもたち

できる大学を選びました。

と、ニワトリやヤギ、ウサギなどの家畜くら

――藤田先生は「寄生虫博士」として名高く、

い。野山を駆けまわり、動物の世話をしなが

マスコミにも頻繁に取り上げられてきました。

ら小、中学校とまったく勉強せずに過ごし、

寄生虫や回虫の研究をするという選択はどの段

高校1年の時に担任の先生から「進路はどう

階でされたのでしょうか？

州ハルビン市で生まれました。4歳まで軍の

するんだ」と聞かれたときも、知っている大

大学時代は柔道部に所属していましたが、

宿舎で過ごしましたが、ハルビンはとっても

人は父のような医師か、療養所で働く医療関

柔道部員は骨つぎがお手のもので、部員のほ

寒いところでね。冬に野外でオシッコする

係者だけ。そこで「医者になるつもりです」

とんどは整形外科医になっていました。私も

――将来、医療に携わりたいという志を持つ若

と、地面からすーっとツララが伸びたのを覚

というと、先生は唖然としました。勉強せ

同じで、5年生のときから整形外科の医局に

者たちに、藤田先生のご経験を道しるべとして

えています。戦争末期、軍上層部は敗戦を覚

ず、成績は下から数えたほうが早い落ちこぼ

出入りして、大学院の席の予約も取り付けて

話していただければと思います。まず、医学部

悟していたようで、父は家族を極秘ルートで

れだから無理もありません。
「医学部に入る

いたんです。

を目指した原体験からお聞かせください。

日本へ帰そうとしました。母と私と弟、そし

には勉強しなくては！」と、高校2年生から

――整形外科と寄生虫博士、まったくつながり

古い時代の話ですから参考になるかどうか

て女中さんの4人で朝鮮半島から海路で九州

猛勉強を始めました。必死だったので、3年

が見えてきませんが……。

…。軍医だった父の仕事の関係で、私は旧満

に渡り、博多から列車で東京へ。過酷な旅

生の秋には模擬試験でもそれなりの成績に

「医療の道」しか知らなかった

徳永茂）

医学部を志望したのは「それしか知らなかっ

当然です、本人も予期していなかったので

3
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水野敦典

水野敦典
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やんちゃだった高校時代

停学処分になったことも！

水野 敦典（薬剤師）

たらしく、中学校は隣の学区に越境入学する
ことになりました。そこから少しずつ活動的
になっていきました。

ナーや勉強会などを主催し、また講演会で講

ーどのような中学生、高校生生活をおくら

有限会社メディック代表取締役

師を務めるなど活躍していらっしゃいます

れたのでしょう。

み ず

たのでしょうか。

の

の ぶ お き

水野 敦典

（薬剤師）

したり、文化祭で放送劇をプロデュースした

とんでもない、まったくの逆です。小学生

りしていましたし、友達とつるんでやんちゃ

の時はクラスメイトと全然関われなくて、よ

なこともしましたよ。やっと年相応の無邪気

ほどのことがなければ話もしないぐらいでし

さが出てきたというか。

た。

大切なのは「人間力」。
信頼される薬剤師の育成に
東奔西走の毎日をおくる

高校は独協高校に進学しました。当時、独

そもそものきっかけは名前です。僕の名前

協中学・高校には医者の子弟が多く進学して

は「のぶおき」と読むのですが、入学した時

おり、うちも父親が医者だったのでその意向

に先生が正確に読んでくれませんでした。た

もありました。１学年は７クラスで、１クラ

しか「あつのり」と呼ばれたと思います。僕

スだけ第一外国語がドイツ語でした。日本の

も子どもだったから「みずの・のぶおき」っ

医学はかつてドイツ医学が中心だったことも

て呼ばれないと自分のことだとは思わなく

あり、僕も父親のすすめでドイツ語クラスを

て、返事をしなかったんですね。それが原因

選びました。

かどうかはわかりませんが、先生から変わっ

ーお父様の影響で、将来は医学の道に進も

た子扱いされてしまって、親が呼び出された

うと考えていたのですか。

こともありました。
子ども心に意地になっていたのかもしれな

の将来に対して、こうなりたい、ああなりた
いとか、そういうことをまったく考えていま

所に住んでいる数人だけというありさまでし

せんでした。高校生の時も、毎日を楽しく過

町の「お気に入り薬剤師」を目指せ！
東京薬科大学を卒業し、薬剤師として田辺製薬（当時）の営業職や国との折衝役
という仕事を経て、現在はセミナーの講師や薬局のコンサルティングなどで全国
を飛び回っている水野敦典先生。ところが意外にも人とコミュニケーションをと
ることが苦手な少年時代を過ごしたといいます。現状の薬剤師業界に危機感を訴
える水野先生が歩んできた道のりと、これから求められる薬剤師像について話を
伺いました。

グラビアルポ2 （ 23 ）

血管の病気なので、全身に合併症が起きてい
ば、心臓にも問題がある可能性が高く、狭心
症や心筋梗塞といった合併症を疑わなければ
なりません。また、足の血管が詰まってしま
うと、歩くと足が痛くなる閉塞性動脈硬化症

脳症で１週間後に亡くなったのです。今から

の可能性がありますし、血管がもろくなって
ていたら、お金も時間もかかってしまいます

（1849-1919）というカナダの医学者の格言に

は、典型的な心筋梗塞の症状です。父は歯科

す。神経内科の専門医になれば、診察できる

から、診察で原因を特定する力を身につける

「医学のアートは観察である」というのがあ

医、母は薬剤師なんですが、家族の中に内科

病気の幅が広がります。全身を網羅した診察

トレーニングをします。この診察ができなけ

ります。医師の診察の基本は、患者さんを観

医はいなかった。その場に内科医がいたらた

ができるようになります。これこそが、僕が

れば神経内科の専門医にはなれません。神経

ぶん祖父を助けられたのではないかと思いま

神経内科を選んだ理由です。専門分野を持ち

内科の守備範囲はとても広いんです。それだ

した。そんなことがあって医学部を目指すこ

つつも、そこだけに特化するのではなく、ま

けに医師としての実力をつけることにもつな

とにしたのです。

んべんなく診療できるジェネラリスト、それ

がると思っています。

――最初から専門を決めていたのですか。

が僕の目指す医師像なのです。最近は神経内

――亀田総合病院を研修先に選んだ理由はなん
ですか。

全身を総合的に診察できる医師を目指して、神経内科の専門医に
思えば祖父が胸を押さえて苦しがっていたの
いたら、必ずその原因になる病気が疑われま

最初は祖父のこともあり、内科も外科もま

科の中でも専門だけに特化している先生も多

んべんなく診る救命医を目指していました。

いですが、僕の周りにはジェネラリストが多

医学部の入試の面接でも、そのように答えた

いと感じます。

記憶があります。内科医になろうと思ったの

▲クラブ活動に打ち込んだ学生時代

ありがたいお手本の存在

は研修医の時です。地域に密着した総合病院
で心臓や肺、消化器といった専門の科を経験

察すること。これに尽きます。亀田総合病院
は、ウイリアム・オスラーの格言をまさに実
践しているのです。

進路に悩んだのちに

亀田総合病院には、神経内科のジェネラリ

――医学部在学中に苦労したことはありますか。

ストである大ベテランの先生が４人もいて、

生化学とか解剖学といった基礎医学という

内科全般を診療します。この病院を後期研修

学科がとても難しくて苦労しました。授業も

の場に選んだのは、お手本となるべき先生方

難しくて、本当に自分が進級できるのかと悩

の存在が大きいです。先生方にわからない症

みました。でもここをクリアしないと、臨床

し、もちろん救急外来も経験しました。救急

――神経内科の専門医となることがジェネラリ

例を聞くと、答えがすぐに返ってきて、まさ

には進めません。医学部に進学した人は、こ

外来は、患者さんを診察して処置をしたら、

ストにつながるのですね。

に生き字引き。自分が目指す医師像、その実

こが挫折ポイントかもしれませんね。基礎医

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

難波雄亮（非常勤医師）

内科の身体診察は大きく２つに分かれま

物が目の前にいるのはとても勉強になります

学はその名のとおり、医学の基礎なので大切

タッチします。一人ひとりの患者さんの経過
す。神経診察と、神経以外の診察です。神経
難波雄亮医師は、沖縄と千葉の病院を行き来して精力的に診察をしています。医学部を
を外来ベースで長期間観察するといったこと
内科以外の科ですと、神経に特化した細かい
目指した時から「一人でも多くの人を助けたい」という志をもつ熱血ぶりと、目標に向

し、幸運なこと。モチベーションも上がりま

なのですけれど、いかんせんイメージできな

すしね。

くて…。なので結構授業をさぼってバイトば

かって着実にステップを刻む冷静さとを併せもつ若きドクターです。どんな患者さんが
は、あまり行えません。でも自分は患者さん
診察までトレーニングすることは困難です。
やってきても、まんべんなく診療できるジェネラリストでありたいという難波医師にお
の治療の経緯を最後まで見守りたいと思いま
神経内科専門医になる時に叩き込まれるの
話をうかがいました。
した。将来像として、専門分野を持ちつつも
は、診察で患者さんのどこに問題があるのか

あとはそれぞれの専門分野の医師にバトン

――亀田総合病院は神経内科の診察室の構造に

かりしてました。臨床になると、具体的なイ

いろいろな科にまたがる症状を総合的に診察
を判断する力をつけるということです。例え
影響で警察官や自衛隊の隊員に向いているか
できる医師になりたいと考え、調べていくう
ば「手が動かない」という訴えに、脳の問題
もと思ったりした時期もありました。でも国
ジェネラリストの医師を目指す

距離をわざと長くとってあって、患者さんが

ちに神経内科に出会ったのです。

も特徴があるとか。

ドアから入ってきてから椅子に座るまでの
歩く姿を観察できるようになっているのです。

なのか、脊髄に問題があるのか、それとも抹
語の成績が逆からトップ10入りするくらい悪

患者さんの歩き方を診れば、全身状態や、麻

――神経内科とは、どのような科なのでしょう。
消の筋肉に問題があるのかといった、どこの
――医師になろうと思ったきっかけは何ですか。
くて、進路に悩んでいました。ちょうどその

痺があるかもわかりますし、腕の振り方でパー

神経内科は脳卒中や手術を必要としない脳
部分が原因なのかをまず診察によって判断す
実は、最初から医師になろうと思っていた
頃、高校１年の冬に祖父が自宅で倒れ、救急

キンソン病の疑いがあるかどうかなど、判断

梗塞などを診察する内科なのですが、実は脳
るのです。やみくもに全身すべての検査をし
わけではありません。祖父は軍の馬を診る軍
搬送されました。救急車の車内で心停止して

で き る わ け で す。 ウ イ リ ア ム・ オ ス ラ ー

医だったので獣医になろうと思ったり、親の

8

が関連してきます。例えば脳梗塞や脳出血は
る可能性があります。脳の血管に問題があれ

「人を助けたい」その思いこそが、
医師を選んだ理由

いや、全然考えていませんでしたね。自分

いけれど、小学校の６年間は友達といえば近

だけでなく血管や心臓、肺など様々な合併症
〈グラビアルポ2〉

「人を助けたい」その思いこそが、
医師を選んだ理由

難波 雄亮 （非常勤医師）

中学では放送部に入って全校アナウンスを

が、昔から周囲を引っぱっていくタイプだっ

グラビアルポ2 （ 25 ）

（ 24 ）

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

た。さすがにこのままではまずいと親も思っ

ー現在、薬剤師の人材育成に関するセミ

◀千葉県鴨川市にある亀田総合病院

グラビアルポ 1

有限会社メディック代表取締役

大切なのは「人間力」。
信頼される薬剤師の育成に
東奔西走の毎日をおくる

川を越えて命拾いしました。結局、三重県の

そう言えばかっこいいけれど、正直、私が

医師を国内外からリクルートし、それが大きな魅力となって有能な若手医師を引
き寄せています。この好循環を生み出している採用チームのリーダー、三好法登
志診療部事務室長に、これからの病院で求められる医師像について伺いました。

襲に焼け出され、焼け焦げた死体が浮かぶ荒

へ導いた、と。

ではありません。千葉県鴨川市にある亀田総合病院は、技量・人格ともに秀でた

2

やっと東京にたどりついたものの、今度は空

――なるほど、そうした苛烈な体験が医療の道

研究者の出発点は
「常識を疑うこと」にある

最近は変わってきているそうですね。

発熱して生死の境をさまよいました。よう

――具体的にどういうことでしょうか？

研修医として働くというイメージでしたが、

長たちに伝える役目です。スキルの情報は、

で、水も食べ物もろくになく、途中で何度か

子どもの頃に何度も死に直面したことが、そ

トイレでの出会いから始まった、不器用ながら幸福な研究者人生を語る

―医学部を卒業後は、系列の大学や病院で

います。会ってお話をして感じたことを、院

ースター医師が来て、どのような影響があ

〈グラビアルポ1〉

研究者の出発点は
「常識を疑うこと」にある

藤田 紘一郎（医学博士）

です。「教育病院」という考えを持つ経営陣
が、そういう医師を選んでいるからでしょうね。

生を連れてくること」と言っています。その

グラビアルポ1 （ 17 ）

（ 16 ）

グラビアルポ 1

しまい処置はしたものの、心筋梗塞・低酸素
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2017 年 4 月号

2016 年 12 月号
SBC メディカルグループ代表

グラビア・インタビュー 2

グラビア・インタビュー 2

相川佳之

相川佳之

グラビア・インタビュー 2

開業から16年で56院を開設した
急成長の理由

ー昨日、アメリカでの視察旅行から帰国さ

湘南美容外科クリニック総括院長

れたばかりとお聞きしています。本当にご多

SBCメディカルグループ代表
湘南美容外科クリニック総括院長
あ い か わ

よ し ゆ き

相川 佳之

相川 佳之

忙でいらっしゃいますね。
ええ。僕が経営している SBC メディカル

ら、「なれたらいいな」ではダメなんです。

松尾 通

て走り続けてきました。
美容整形は、少し前まで「親からもらっ
た大切な体に傷をつけるなんて」とか、「自
然に反するのはよくない」といった偏った

件探しなどをしてきたところです。国内外の

イメージがあり、治療を受けようとする方

新たな拠点探しに、日々飛び回っています。

は肩身の狭い思いをしなければなりません

ー現在はどのようなお仕事をされているの

でした。しかし、最近はかつての暗いイメー

ですか？

ジも払拭され、若い女性だけでなく幅広い

SBC メディカルグループの経営です。美

日本の美容医療 No.１の
実績をひっさげて
総合医療分野へも進出

う！」と決めていました。目標を見つけた

メリカのビバリーヒルズにも開院予定で、物

スタートしましたが、その後、診療科目を増

日本の美容医療 No.１の
実績をひっさげて
総合医療分野へも進出

患者が来てくれる美容医療グループになろ

科ベトナム院を開院していますが、新たにア

容整形外科のクリニックを開院することから

日本アンチエイジング歯科学会

神奈川県藤沢市に最初のクリニックを開
いたのですが、その時から「日本で一番、

「絶対になる」という気持ちで、目標に向かっ

グループでは、すでにベトナムに湘南美容外

グラビアルポ1 （ 5 ）

（ 4 ）

グラビアルポ 1

会長

〈グラビアルポ1〉

時代は
「歯女」
!
し

歯のケアから健康寿命を延ばすことが歯科医師の使命

（歯科医師・歯学博士）

世代の男女がクリニックに足を運べるよう
になったと思います。
「健康で長生きしたい」

日本アンチエイジング歯科学会 会長 松尾 通
（歯科医師・歯学博士）

「きれいになって前向きに生きたい」という

のいいドクターたちが育ってきていることも

思いを叶える医療があるのはごく自然なこ

あり、現在はグループの経営と人材の育成に

とです。

時代は「歯女」!

当院はリピーターの患者が多く、全体の

専念しています。
ー2000年に開業してからわずか16年で

80％を占めています。治療内容に満足いただ

全国56院（※）に拡大されたのは、まさに快進

いた方が再度来院してくださることも、患者

撃といえますね。この急成長の理由は何で

数が伸びた理由だと考えています。

しょうか。（※）2017年1月現在の院数。

本歯科大学を受験し、合格しました。父は私
が自分の意思で歯学部の門を叩いたことに驚
いたようですが、快く送り出してくれました。

人間的な成長を促してくれた
「和敬塾」
――学生生活はいかがでしたか？

それがね、こんなことを言ったらいけない

「スタッフの幸せ」を目指して

――お父様も歯科医でいらっしゃったそうですね。

私は生まれてから５歳まで、東京新宿区の

独立からわずか16年で56院ものクリニックを開院し、美容医療業界で急成長を続け
る SBC メディカルグループの代表を務める相川佳之先生。
「好きな言葉は情熱です！」
のテレビコマーシャルでおなじみですが、その言葉どおり、エネルギッシュな情熱経
営で活躍されています。日本国内のみならず世界を飛び回る相川先生に、ドクターと
して、また医療業界のトップを目指す経営者としてのお話をじっくりお聞きしました。

百人町という閑静な住宅地で過ごしました。
その後、戦争が激しくなり父の実家のある佐

▲女性スタッフが多い当院

――卒業後はどういった進路を進まれたのですか？

医になるための養成学校ですから、幅広い全

歯科医師国家試験に合格したあと、修行の

人教育とは違うんですね。それに比べて総合

ために東京医科歯科大学の専攻科に進み、２

大学はおもしろそうだなと。そこで、目白に

年間の臨床実習を行いました。父から「いず

ある和敬塾という男子寮に入塾しました。

れ一緒にクリニックを開こう」と言われてい

和敬塾は人間形成を行う場として建てられ

たのですが、いつまでたっても父が勤務医を

た学生寮で、６年間、私はいろんな大学の優

辞めようとしなかったので、しびれを切らし

秀な学生たちと切磋琢磨しながら共同生活を

て29歳の時に大田区の池上という所に小さな

行うことで視野が広がったのだと思います。

クリニックを開設しました。

この経験が現在の私のベースになっていると

――若くして開業されたのですね。クリニック

言っても過言ではありません。学会をオーガ

の経営は順調でしたか？

動につながっていると思いますね。

それが開業から1年半後、車の運転中にト
ラックに追突されてむちうちになり、40日間
入院することになってしまって…。退院後、
治療の便を考えて、クリニックを自宅から近
い所に移したいと思い、そうしたら偶然に
も、移転先の候補になっていたビルが和敬塾
の理事長の持ちビルだったんです。そこで一

勤務医として働いていました。大学の進路を

父が勧めなかった歯科医を
自ら志す

29歳でクリニックを開業

のかもしれないけれど、勉強そのものはあま

ナイズしたり執筆をしたりといった現在の活
この道40年というベテランの歯科医師でいらっしゃる松尾通先生。1980年代に「スマ
イル運動」を提唱され、日本の審美歯科の先駆者として知られています。4つの拠点で
歯科クリニックを開業されているほか、日本アンチエイジング歯科学会をはじめ、様々
な分野との交流を図る学会・協会のファウンダーとしても活躍。そのパワーの秘密、そ
してこれからの歯科医療のあり方について、おおいに語っていただきました。

究極の三方よしー「患者の喜び」
「社会貢献」

8

があるのでは？」と思ったんです。そこで日

りおもしろくなかった（笑）
。歯学部は歯科

という思いをかなえる医療があるように、

やし、治療分野も多岐にわたっています。腕

▲昨年 11 月に開院したベトナム院

じょ

決める時に、叔父が弁護士をしていたことも

も二もなく移転を決意しました。

あり、弁護士になろうと最初は法学部を受験

――現在は目黒、山王など合わせて４か所開設

し、いくつかの大学に合格しました。

されていらっしゃいます。

後輩たちが「勉強をさせてほしい」と次々

――お父様は「歯科医になれ」とはおっしゃら

にやってくるので、だんだんと増えてしまっ

なかったんですか？

それがまったく言われなかった。父からは、

たのです（笑）。３人の子どもたちも、２人

賀県武雄市に疎開し、高校卒業まで過ごしま

「歯科の分野は遅れているから、医師がよい

の息子は歯科医師、真ん中の娘は医師になっ

した。父は長年、日本歯科大学の教官でした

のでは」とアドバイスされました。でも私は

たので、現在では私と息子たちとで診療所を

が、私が高校生になる頃には佐賀県立病院で

逆の発想で、「遅れた分野だからこそ将来性

運営しています。

9

1704_グラルポ相川先生インタビュー v1140.indd

8-9

2017/03/07

14:42:57

2017 年 3 月号

グラビアルポ2 （ 11 ）

（ 10 ）

銀座並木通り坂本矯正歯科クリニック
早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構規範科学総合研究所

グラビアルポ1 （ 3 ）

（ 2 ）

〈グラビアルポ1〉

「教科書を塗りかえる」
気概で臨む

ヘルスフード科学部門研究院教授

はい。東京海洋大学の寄附講座と特定事業

だけはやってましたね。あとはバレーボール

で「ヘルスフード科学」プロジェクトを推進

部で汗を流していました。体育会系だからき

していました。予防医学的食品、医薬品素材

つかったけど、楽しかった。

に関する研究がメインテーマで、
「機能性お

―― 工学部工業化学科に入学されたんですよね。

やつ」の開発なども手掛け、社会に認知され

それが現在のヘルスフード科学とどう結びつく

るよう「日本を健康にする！」研究会という

のか、不思議なんですが。

推奨活動も行っています。

自分にしかできないことをやる、それが研究者としての信条

矢澤 一良（農学博士）

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構規範科学総合研究所
ヘルスフード科学部門研究院教授 矢澤一良（農学博士）

し、実践的アプローチによって社会のために
持続可能な発展に資する成果を追究していま
言でいえば「食による予防医学」です。

どんな研究をなさっているのでしょう？

―― 早稲田大学に移られる前は東京海洋大学で

規範科学（レギュラトリーサイエンス）を

に張り出されます。もちろん受かるなんて思っ

時、東大入学者数でベストテンに入る進学校

ていませんから、合格発表も見に行かなかっ

でした。１学年55人学級で10クラスあるう

た。それで京都に住んでいた親戚の人が見に

ち、上位200人ぐらいは東大を目指すんです

行ってくれて、「受かっているわよ！」と連

が、私はだいたい200番前後をうろちょろし

絡をくれました。

ていました。理系に進むのは決めていました

工業化学科を選んだのもたまたまで、一番

から、浪人して東京工業大学あたりを狙おう

倍率が低かったんです。工学部の工業化学科

と思っていたのですが、
「記念に一つぐらい

ですから全体的に工業系の専攻分野が並ぶの

は帝大を受験しておけ」と周囲に言われ、湘

ですが、その中に発酵工学という研究室（福

南高校からは受験する人がほとんどいなかっ

井三郎教授）があって、酵母と乳酸菌を扱っ

た京都大学を受けることにしたんです。

ていました。発酵工学は、微生物を使ってビ

―― そして見事に合格された。どのような学生

タミン群やアミノ酸、抗生物質などを作る方

時代を過ごされたのでしょうか。

法を研究する学問です。2015年に抗寄生虫薬

私が入学した当時はちょうど70年安保の時

イベルメクチンの開発でノーベル生理学・医

期で、講義はほとんどなく、レポートを提出

学賞を受賞した大村智先生の研究も微生物工

すれば単位がもらえた時代です。講義がない

学です。この「微生物発酵」は薬学系から関

から勉強もしませんでした。でも唯一、実験

わる人もいれば、東京農大名誉教授の小泉武

2

45

グラビアルポ2 （ 11 ）

（ 10 ）

毎日。塾は3年生で週に1回行くのが精いっ

ダ人ボランティアと出会い、意気投合。私は

も北米なら薬剤師が当然入るような会合に呼

ぱい。こまぎれ睡眠で体調を崩しました。
〈グラビアルポ2〉
その後、「健康オタク」になったのは、この

カナダに住み続ける気でいましたが、彼が日

ばれないこともあります。調剤薬局でも、よ

本企業に就職したので、2000年に帰国し28歳

ほどの時以外は医師の処方に口を出すことは

経験も一因です（笑）。

で結婚しました。

ありません。

グラビアルポ2 （ 9 ）

カナダでは代替医療の専門学校に通い、

手に職をつけてから海外へ

栄養学やアロマセラピーなどを学びました。
でも、帰国後は再び調剤薬局に勤めました。

薬のスペシャリストでありながら医師の下

東京で新婚生活を立ち上げる収入が必要で

にいて、役割が今一つ明確でないように思え

したから。

ます。医師の処方箋無しには薬を渡せません

▲家族と

し、ドラッグストアでは効果があまり強くな

た。3人目の長男出産の時は辞めずに会社に

い薬しか扱えず、買う薬を決めてくるお客さ

籍を残して、復帰。今、上から12歳、8歳、6

んもいて、職能を生かせていないと感じます。

歳です。ようやく下の子がこの春から小学校

でも最近は、がんの薬や、在宅医療に関す

なので、だいぶ働きやすくなってきました。

大阪のドラッグストア勤務を経て、病院
前にある調剤薬局に転職しました。今でこ
そ勉強会を行う薬局も多いけれど、当時は
詰まって…。幼少期からずっと憧れていた
海外志向が頭をもたげ、留学を目指すよう
になりました。
15時でシフト交代する調剤薬局で働いてい
たのですが、そのあとの時間も働けるなと思

ファンドリッチ・みどり（薬剤師）
い、2つの職場を掛け持ちして3年ほどで目標

――3 年間のブランクがあったわけですよね。
額を貯め、25歳で英国の語学学校に入りまし
薬剤師の仕事で留学資金を貯めて、20代で約3年の海外生活を経験したファンドリッ
仕事面で不安はありませんでしたか？
た。留学中は、英国に1年半、カナダに1年
チ・みどりさん。語学力を身につけ、生涯の伴侶も見つけて帰国してからは、薬剤師、

半、日本人の少ないコミュニティーで暮らし
免許があれば仕事に就けるので、あまり
医療系のライター、一男二女の母親という三役をこなしています。グローバル社会を
生きる一人の女性薬剤師のロールモデルとして、これまでの歩みや仕事への思いを語っ
ました。とにかく英語を勉強して、しゃべれ
不安は感じませんでした。薬の名前はよく
ていただきました。
るようになりたかったんです。
変わるので覚えるのが大変ですが、調剤の

る薬などに特化して、専門性を磨く薬剤師や

――製薬メーカーでのお仕事は初めてですよね。

認定制度が出てきているので、今後変わって

いかがですか？

いくとは思います。ちなみに、地方には薬学

100年続く一族経営の小さな製薬会社です。

部のない大学も多いので薬剤師の需要が高

最近グローバル化の影響で、医薬品製造の規

く、待遇も都市よりいいと聞いています。ま

格を国際標準に合わせる必要が出てきまし

た、地方ほど高齢化が進み、在宅医療が必要

た。施設投資や人員が必要ですが、たくさん

になっているため、いっそう薬剤師の役割が

社員がいるわけではないのでフル回転です。

増すのではないでしょうか。

薬剤師は私だけなので、品質を保障する知識
や省令などを一生懸命独学しました。

育児と両立しながら復職

製造した薬品の品質を管理するのが主な仕
事で、日々、薬機法（※）に則った書類作り

夫との出会いはカナダの教会です。当時は
技術はさほど変わるものでもないので。い
れた薬学部を志望し、男子に頼らず実験で

――お子さんを育てながらの仕事は大変でしょ

や試験検査に追われています。四苦八苦する

う？

ことだらけですが、他社さんとの勉強会もあ

れて教会に出かけたら、日本語がうまいカナ
カナダにいた時、北米での薬剤師免許取
――まず、薬剤師になろうと思ったきっかけか
薬剤師も2006年度からは医師のように2年

康管理室で数名の医師や薬剤師たちと一緒

製薬に関する勉強会は細分化されていて、

に1年間、働きました。その後、派遣会社の

複数のセミナーに定期的に出席しています。

貧乏学生でしたから新聞で見た留学生向けの
つでも復職できるという意味では、薬剤師
きると聞き、神戸女子薬科大学（現：神戸
体調管理に苦労した受験生時代
「1ドルディナー付き英会話レッスン」にひか
はやはり有利だと思いますね。
薬科大学）に進学しました。
▶ロンドン留学時代

ら教えてください。

私は宇部市の山奥にある小野というとこ
ろで育ちました。いわゆる無医村になる前
は1つだけ病院があり、母がそこで働いてい
たので私も小さい頃から出入りして、薬を
つくるのを横で見たりしていました。

得も考えました。でも、有資格者でもさら
の実習後に国家試験を受ける6年制になりま
に2年かかる上に、大量の論文を読む必要が
したし、母校も今では共学です。

結婚後、派遣会社に登録して、企業の健

り、やりがいを感じています。

紹介で製薬会社に入社し、品質管理の仕事

学会専門誌や最新の動向をまとめた各種メー

あり、研修期間も長い。その代わり、免許
――受験勉強は大変でしたか？

を始めました。

ルマガジンにも目を通します。製薬に関する

を取得したらステータスもかなり高いです。
勉強もですが、体調管理がけっこう大変
薬のスペシャリストとして、医師と同等に
でした。実家が山の上にあるので、毎朝6時
働きます。結局、私は帰国することになっ
台に出て最寄り駅まで自転車で6km、電車

女の出産後はさすがに仕事を離れました。途

務に加え、情報収集が欠かせません。

中、週2、3回子どもを預けて復帰した時期も

（※2014年に「薬事法」が大きく改正され

たので断念しましたが。こがない
で40分、また駅から自転車で2km

結婚して3人の子どもを授かり、長女と次

規制は年々厳しくなっているので、日々の業

あ り ま し た が、 ほ ぼ ア イ ド リ ン グ 状 態 で

て、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

の進学も考えましたが、母に薬学部を勧め

コ・メディカル（医療従事者）がチームと
と高校に着かないのです。帰りは上り坂で

（笑）。いずれ仕事に戻る日のために、医薬品

び安全性の確保等に関する法律」略して「薬

られ、たしかに資格が取れる学部がいいの

して働く流れは日本にもきています。けれど
すし、もうヘトヘトで。帰宅後すぐ2,3時間

業界の読み物を読んで情勢の把握に努めまし

ではと思い直しました。当時4年で資格が取

寝て、起きて勉強して寝て、朝早く起きる

高校時代は SF 小説が好きで宇宙工学科へ

5

ないということですね？

師になった後は？

調剤するだけだったので、2年もすると行き

薬剤師 + αで社会に貢献したい

――北米に比べ、薬剤師の立場が確立されてい

――過酷な条件にもめげず薬学部に入り、薬剤

◀東京で薬剤師に復職した頃。調剤薬局にて

ファンドリッチ・みどり（薬剤師）

患者さんやスタッフや家族の幸せが
わたしの幸せ

特任教授をなさっていました。

薬剤師 +αで社会に貢献したい

〈グラビアルポ2〉

患者さんやスタッフや家族の幸せが
わたしの幸せ
家庭と仕事の両立に悩んだ末に、いま嚙みしめる「働く喜び」
銀座並木通り坂本矯正歯科クリニック

院長

坂本紗有見（歯科医）

自身のクリニックにて。わが子の歯の写真を前に。

年

す。私の専門は「ヘルスフード科学」で、一

科学総合研究所とはずいぶん長い名前ですが、

900人。合格発表も1番から900番まで成績順

私が通っていた神奈川県立湘南高校は、当

（歯科医）

◀スピード自慢のエースアタッカーだった

通して、先端的な研究を産官学連携で推進

専攻の発酵工学で乳酸菌と出会う
―― 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構規範

選んだわけではないのです。工学部は1学年、

話を伺いたいのですが。

▶ 京 大 時 代 は バ レ ー ボ ー ル 部 に 所 属。 昭 和
インカレにて。背番号 が矢澤先生

「教科書を塗りかえる」
気概で臨む

世界で初めて魚の腸内細菌から EPA（エイコサペンタエン酸）と DHA（ドコサヘキ
サエン酸）の産生菌を発見した矢澤一良教授は、研究者としては異色の経歴の持ち主
です。京都大学を卒業後、株式会社ヤクルトの中央研究所に勤務、研究者としての道
を歩き始めます。その後の道のりは決して順風満帆ではありませんでした。しかし乳
酸菌との出会いから、現在の「ヘルスフード科学」に関わる研究・開発に至るまで「オ
ンリーワン」を求め続ける姿勢は一貫しています。矢澤教授に研究職の醍醐味につい
て熱く語っていただきました。

実は、確たる信念や目標をもって工学部を

―― 今日は先生の青年時代までうんと遡ってお

坂本 紗有見

院長

機法」となった）

6

銀座にクリニックを構えて 11 年目を迎える矯正歯科医の坂本紗有見先生は 3 人のお子
さんを持つお母さん。仕事と家庭の両立に悩んだ辛い時期を乗り越え、お子さん全員
を医歯学部に入れたスーパーウーマンですが、ご本人はいたって自然体です。仕事が
長びき夜遅くのインタビューとなりましたが、終始笑顔で、これまでの苦労や喜びを
ありのままに語ってくださいました。

▲東 京歯科大学の学長（1965 ～ 71 年）も務
めた、杉山不二氏（左端）
。
「私は初孫だった
ので、祖父にとても可愛がってもらいまし ▲長女の発案で実現した白衣姿の家族写真。母校・東京歯科大の初代
た」
。右端は同じく歯科医だった父親の杉山
校長、血脇守之助の銅像の前で。夫も同校出身の矯正歯科医で、今
弘氏（平成５年没）
では同大学の職員を務める坂本輝雄氏

を誇ります。教員の努力もありますが、学生の

そうなると明確な目標が見つからなくて、

頑張りも相当なもので、大学に入ってからが大

私、不良の真似ごとみたいな感じになったん

変。長女も今、必死に勉強しています。

ですよ（笑）。それまでの私は、キリスト教

ちなみに、私の父方の祖母の父親が眼科医

系の幼稚園と教育大学附属の小中学校で温室

なので、医歯学系という意味では子どもたち

育ちでした。それが急に、新設の公立高校に

で5代 目 で す。 曾祖父・田原利（たはら・

入って、中学時代から大人の遊びをしてきた

とし）は、同学創設者の血脇守之助と親し

子たちと出会い、とにかく遊ぶことが楽しく

く、一緒に野口英世の学費を出すようなこと

て。もう、勉強なんてしたくないし、歯科大

もしていた人物のようです。曾祖父が東京歯

なんて行ってられないや！ という気分になっ

科大学に縁が深かったことは、他界した父か

てしまいました（笑）。

ら聞いてはいましたが、詳細を知ったのは、

――それでも歯学部を受験された。

創立100周年記念誌作成の際に大学の方から
うかがいました。

んでもいいように、良い教育環境を与えよう

お子さんは全て医歯学生

とは思ってきました。3人もいて学費も3倍な

好きなこともしたいけれど親の思いも裏切
れない。小さい頃から歯科医になるように言
われてきたからか、頭の片隅のどこかでは、

葛藤を経て歯科医に

ので、私が親にしてもらったとおりのことを

やはり歯科大学に行かなければならない宿命
を感じていたのだと思います。だから反発し

自分の子にできる確証はなかったけれど、学

――医療と縁の深い家系ですね。先生も幼少期

ていても、家庭教師と塾の勉強はやめずに続

そうですね。上の娘さんも歯学生、息子さんは

力を上げることで、それなりの道しるべを付

から歯科医志望だったのですか？

けていたのです。

医学生とのこと。どうすれば、3人も医歯学部に

けてあげられるかな、とは、思っていました。

いえ、高校時代には葛藤がありました。ふ

――お爺様、お父様、ご本人、上の娘さん、親

と気づくと親に決められたレールに乗ってい

子4代とも東京歯科大学だそうですね。

る自分が嫌になって、ラジオのパーソナリ

本当に良かったと思っています。大学卒業

――この春、末の娘さんが医学部に入学された

入れられるのでしょうか。

私はご飯を食べさせたぐらいで、努力した
のは子どもたちです。私自身、祖父も父も歯

そうなのです。でも、いわゆる「コネ」では

――いま振り返って、当時の決断をどう思いま
すか。

ティーや英語を使う仕事に憧れました。反抗

後は母校歯科矯正学講座に在籍し、千葉病院

科医で、しかも一人っ子。背負わされたもの

ないですよ。特に祖父は、そのあたり厳格でし

期だったのでしょうね。

で3年間の研修コースで学び、その後水道橋

が重くて辛かったから、子どもにも、医者に

たから、当たり前ですけど、私の受験の時も何

――親御さんは何と？

病院矯正歯科に４年勤務し、日本矯正歯科学

なったほうがいいとか、なりなさいと強要し

も助けてくれませんでした。東京歯科大学は、

「なりたいと思っていることで身を立てら

会の認定医を取得しました。その間、病院に

た覚えはありません。ただ、どういう道に進

歯科医師国家試験で5年連続全国1位の合格率

れるのか調べてみなさい」と言われました。

勤務しつつ、一般歯科医の先生のところでア

学校紹介

学校紹介

東京歯科大学

グラビアルポで掲載された大学

2017年1・2合併号

日本歯科大学

最先端の設備と都心の恵まれた立地環境で
夢のスタートラインに立つ
JR 水道橋駅

2017年5月号

新館の大講義室

グ ラ ビ ア ル ポ
国家試験合格率5年連続で全国1位
私立大学では16年連続No.1!

グ ラ ビ ア ル ポ

東京歯科大学

さいかち坂校舎
ラウンジや図書館など様々なスペースでの自主学習の様子

水道橋キャンパスの新校舎で、
コミュニケーションを重視した6年一貫教育

Elective Study。左は台北医学大学。右は米国・タフツ大学。

東京歯科大学は、1890 年 ( 明治 23 年 ) に
創立し、120 年を超える歴史を刻んでいる。
創立初期からのゆかりの地である東京・水
道橋に 2012 年から順次開校した新校舎は、
教育・研究・臨床の面で高い機能を備え、学
生が伸び伸びと学習できる環境を整えている。
古くからの文教地域である水道橋一帯は、
街全体がキャンパスのような地域であり他大
学や他研究施設、文化施設等、これまで以上
に多くの交流の機会や情報に触れることが可
能となり、今まで以上に充実した環境が備え
られている。
また、臨床実習をはじめとする臨床教育に

おいては、本学附属の水道橋病院、市川総合
病院ならびに千葉病院の 3 病院の連携を強
化し、それぞれの特性を活かした臨床教育を
実践している。
こうした教育環境のもとに、新しい教育体
制を構築し、次世代の歯科医師の育成に向け
て新たなる取り組みが行われている。

全方位からのサポート体制を
教職員が一丸となって構築
東京歯科大学の教育の特徴として、学生の
個々の学習を支援する学年主任・副主任を中
心としたバックアップ体制が挙げられる。一
人ひとりの学生と話し合いを重ね、修学面だ
けでなく生活面や精神面のサポートも充実さ
せている。

▲新潟病院での手術見学。

日本歯科大学

水道橋校舎本館・水道橋病院

東京歯科大学ゆかりの地
水道橋の新キャンパスで

日本歯科大学生命歯学部

歯学界に輝く巨星

水道橋校舎新館

また、カリキュラム中にホームルームや
補習の時間も設け、主任・副主任や各科目
の教員により、個々の学生の成績や学習進
度、学習態度を把握しながら、きめ細やか
に学習指導を行っている。例えばグループ
でも個人でも、学生は学内の自習スペース
をフル活用して積極的に勉強しており、教
員は、時には勉強の輪に入り質問に答えた
り、勉強のポイントや必要な知識を的確に
アドバイスしている。
東京歯科大学ではこうした学生本位の学
習サポートを低学年から受けることができ、
知識を着実に身につけられる体制を確立し
ている。

P-Com メンバーの生の声と
６年間のコミュニケーション教育
東京歯科大学の教育の特長は、まず、教員
数の多さ。学生数 851 名に対し、教員数 ( 非
常勤含む ) は 923 名
（平成 28 年 4 月現在）
で、
きめ細やかなマンツーマン教育が東京歯科大
学の伝統。学生１人あたりの教員の多さは他
大学に類を見ない。
カリキュラムに目を向けると、６年間を通
じてコミュニケーション教育が実施されてお
り、early exposure として、第１学年から附
属病院の診療室で見学実習を行っている。ま
た、第３学年では様々なコミュニケーション
技法や医療面接を学ぶ実習を行っている。早
い時期から、将来、歯科医師として必要とさ

“100 年を超える伝統と実績”
“世界最大の歯科大学”
“歯科界のフロントランナー”

▲小手術の見学。

▲在宅歯科往診ケアチーム。

いキャンパスには、本館、１〜５号館、新潟
病院、医科病院、先端研究センター、医の博
物館、新潟短期大学、その他各種施設が建ち
並んでいる。
新潟病院は、総合診療科、口腔外科、歯科
麻酔・全身管理科、矯正歯科、小児歯科、放
射線科、口腔インプラント科、訪問歯科口腔
ケア科の他、診療センターとして、障害児・
者歯科、睡眠歯科、口腔ケア、さらに特殊外
来として、白い歯、特殊歯周病治療、スポー
ツ歯科、いき息さわやか、あごの関節・歯ぎ
しり、口のかわき治療、歯科アレルギー治療、

●日本歯科大学生命歯学部●

歯科鎮静リラックス、顎のかたち・咬み合わ
せなどがあり、歯・顎・口腔の総合的な医療
施設としての役割を担うとともに、入院治療
のための病床50床を設備している。また、
長年にわたり在宅歯科往診ケアを実践するな
ど、地域医療の一翼も担っている。
この病院に加え、新潟生命歯学部には医科
病院も設置されている。
医科病院は、病床50床、消化器内科、消
化器外科、耳鼻咽喉科を擁し、ここでは、歯
科医学と医学の融合を図るため、一般医学の
講義はもちろん、医科研修も行っている。こ

▲臨床実習ではコミュニケーションを学ぶ。

▲病院医療実習。

写真上＝JR水道橋駅に隣接し、東京ドームを望む水道橋校舎本館・水道橋病院、新館。
写真下・右＝千葉病院・グラウンド・体育館を併設する千葉キャンパス
（千葉県千葉市）
。
写真下・左＝26診療科、8センター、570床を有する市川総合病院、市川キャンパス
（千葉県市川市）

日本歯科大学新潟生命歯学部

▲日本歯科大学附属病院での見学。

●日本歯科大学新潟生命歯学部●

▲生命歯学部本館
（左）
と100周年記念館
（右）
。

ては、卒業後も授業を行うなど、合格するま
での指導体制が確立していることが所以とい
えよう。

次世代のリーダー育成と
グローバル教育
近年は、次世代のリーダー育成に向けて
国際感覚を身に付けた人材の育成を目的に
Elective study 制度が設けられている。
これは毎年、各学年の成績上位者の中から
希望者を募り海外の姉妹校等での短期留学を
実施している。
また、韓国の延世大学校歯科大学とは、こ
の Elective study 制度を含め、30 年近くに
亘り学生交流のプログラムを継続しており、
このプログラムに参加した者同士が、卒業後

に共同研究を行う等、国際交流においても着
実に成果を挙げている。

各方面から高い評価を受け
さらに未来に向かって
第1学年実習自然科学

東京歯科大学は、先進的な学習プログラム
によって、文部科学省からも高い評価を得て
おり、
特色 GP、
現代 GP に始まって、
最近では、
私立大学教育研究活性化設備整備事業など
種々の事業に多岐に亘り採択されている。
また、教育関係のみならずビジネス雑誌等
の大学の評価に関する特集においても常に高
く評価されていることを付け加えておこう。
東京歯科大学は、東京・水道橋の地でさら
なる発展が期待できそうだ。
第3学年コミュニケーション学

歯科医師役、患者役のロールプレイ実習に一般市民が参加

れる能力を少しずつ体感することで、卒業後
の将来を見据えた教育に着手していることが
伺われる。また、
P-Com（ペイシェント・コミュ
ニティ）という東京歯科大学の市民参加型教
育団体を組織し、コミュニケーション教育等
の現場で、一般市民のリアルな声を反映させ
ている。このリアルな声が学生には非常に刺
激となっていて、患者に寄り添った歯科医療
の端緒を実感できるプログラムとなっている。

特徴の異なる 3 病院で
多様な臨床教育を実施
臨床教育についていえば、東京歯科大学に
は都心に位置する水道橋病院（東京都千代田
区）、地域歯科医療を担う千葉病院（千葉県
千葉市）、医科を中心とする市川総合病院（千

写真上左「新館の血脇記念ホール」。写真上右「新たに完成した西棟」。写真下「新館のエントランス」。

愛知医科大学

▲臨床実習でエックス線写真を見ながら治療方針を検討する。

第2学年歯科医学英語講読

●我が国の“歯科界の源流”
日本歯科大学は、中原市五郎によって、明
治40（1907）年6月、公私立歯科医学校指
定規則に基づくわが国最初の歯科医学校とし
て創立された。
当時、歯科医療は黎明期にあり、「学・技
両全にして人格高尚なる歯科医師の養成」を
建学の目的として、歯・顎・口腔の医学を教
導し、学・術・道を兼ね備えた歯科医師を輩
出し、歯科医学の進展、歯科医療の向上、患
者国民の福祉に尽力しようとスタートしたの

第6学年の講義風景

市川総合病院に設置されたスキルスラボ

2016年11月号

サポートの成果は国試合格率にあらわれ
東京歯科大学は堂々の 16 年連続 No.1
低学年からの充実したサポート体制と幅広
い教育によって学生個々が積み上げた知識が
本番で発揮され、東京歯科大学は歯科医師国
家試験において私立大学で 16 年連続 No.1
の合格率をあげている。
ちなみに 2016 年（第 109 回）も第 108、
107、106、105 回に続き、全国 29 歯科大
学・歯学部の中で、総合（新卒と既卒の合計）

第 1 位であり、合格率についても全国平均
63.7％に対して 93.3％と好成績であった。
近年、歯科医師国家試験の難度が上がり、
全国平均の合格率が 60％台を推移している。
そのような情勢の中で、毎年 90％台の高い
合格率を維持し続けている東京歯科大学に
対して、受験相談会などの会場で、受験生
の保護者たちからこんな言葉を耳にするこ
とがある。
「国家試験に合格するまでのフォローが行
き届いている」
「この大学なら安心して子供
を預けられる」といったもので、入学前から
大きな期待と信頼を寄せているようだ。
これは、歯科医師国家試験の合格率の高さ
もさることながら、国家試験不合格者に対し

シミュレーションセンターでの 4 学
年次「基本手技実習」
。医療安全
に心がけながら、患者さん役の学生
（順番に交代する）に症状を聞きな
がら、視診や聴診、打診、触診な
どを通して、確かな判断力、医療技
能などを養っていく。

愛知医科大学

シミュレーションセンターでは、全
身状態を変化させられる高機能の
シミュレーターを用いた診療・看
護技術の習得や静脈注射、超音波
などの処置・検査技術の習得など
様々なプログラムも提供している。

2017 年 愛知医科大学医学部 学生募集案内

科大学では、医学部生としてのモチベーショ
師と患者になって、頭頸部診察、胸部診察、
●患者さんにきちんと寄り添える
ンを高めるための教育を積極的に推進してい
腹部診察、神経診察のほか、バイタルサイン
「良き臨床医の育成」を目指して
ます。
測定や基本的臨床手技、救急などを通して、
●推薦入学
愛知医科大学は、建学以来「良き臨床医の
4 学年次に行われる「医療面接実習」や「基
医師としての診察時の配慮や適切な処置、視
育成」を目標にした医学教育に取り組んでき
本手技実習」もその一つで、例えば「医療面
診、打診、聴診、触診など、確かな診療技能
（公募制）
募 集 人 員 約 25 名
ました。
接実習」では、模擬患者さんを相手に、常に
を習得します。
（火）
～ 11 月 11 日
（金） 消印有効
出 願 期 間 平成 28 年 11 月 1 日
「良き臨床医」とは、患者さんにしっかり
患者さんの視点に立った安全性の高い医療を
これによって学生たちは、これから医師と
（木）
合 格 発 表 平成 28 年 11 月 24 日
11 月 19 日
（土）
試 験 日 平成 28 年
と向き合える高いコミュニケーション能力を
提供するためには、どのような対応をすれば
して仕事をしていくためには、何を学ばなけ
備えているとともに、患者さんの安全を最優
よいのか、などを学びます。
ればならないかを身につけていきます。
・小論文
（60
分、5 段階評価）
先した医師であることです。このため愛知医
「基本手技実習」は、学生同士が交代で、医
4 学年次において全国の医学部の学生を
［数学・外国語
（英語）
（各 60 分、
］
各 100 点）
選 抜 方 法 ・基礎学力試験

対 象 に 行 わ れ る 共 用 試 験（ 評 価 試 験 ） の
OSCE（態度・診療技能を評価する客観的臨
床能力試験）に向けての、基本手技・医療面
接実習で身につけた内容は、臨床実習に臨む
際の基礎となります。
共 用 試 験 は OSCE の ほ か に CBT（ コ ン
ピュータを用いた知識・問題解決能力を評価
する客観試験）があり、
これらに合格すると、
4 学年次の 1 月からは、いよいよ本格的な臨
床実習が始まります。

・面接
［個人面接］
（ 5 段階評価）

●一般入学
募 集 人 員
出 願 期 間
第1次試験日
第 1 次
試 験 科 目

約 65 名
平成 28 年 12 月 12 日
（月）
～平成 29 年 1 月 11 日
（水） 消印有効
平成 29 年 1 月 24 日
（火）
・数
・理

学=
『数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B（「数列」
及び
「ベクトル」
）
（80 分、
』
150 点）
科=
「物理基礎・物理」
「
、化学基礎・化学」
「
、生物基礎・生物」
の3 科目のうちから2 科目選択
（120 分 200 点）
・外国語 =
『コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ』
（80 分、
150 点）

第2次試験受験資格者発表

日本陸上競技選手権・男子 100 ｍで 7 位入賞した高橋周治君。
（写真左は東洋大学広報課提供）

平成 29 年 1 月 30 日
（月）

第2次試験日

平成 29 年 2 月 2 日
（木）
、 3日
（金） いずれか希望する日

第2次試験科目

・小論文
（60 分、5 段階評価）
・面接
［個人面接］
（ 5 段階評価）

合 格 発 表

平成 29 年 2 月 9 日
（木）

●大学入試センター試験利用入学
募 集 人 員
出 願 期 間

約 15 名
（月）
～平成 29 年 1 月 13 日
（金） 消印有効
平成 28 年 12 月 12 日

第1次試験日

（土）
・15 日
（日） 大学入試センター試験日
平成 29 年 1 月 14 日

第 1 次
試 験 科 目

100 点
・国 語＝
『国語』
（近代以降の文章のみ利用）
（100 点）
及び
『数学Ⅱ・数学 B 』
（100 点）
・数 学＝
『数学Ⅰ・数学 A 』
（各 100 点）
・理 科＝
「物理」
「化学」
、
「生物」
、
の 3 科目のうち 2 科目選択
リスニング 40 点）
・外国語＝
『英語』
（200 点：筆記 160 点、

（試大学入試センター
験 利 用 科 目）

第2次試験受験資格者発表
2015 年に学術国際協定を締結した東亜大学校医科大学（韓国） 全国で 4 番目に導入された 「空飛ぶ ER」。 救急医療体制
も万全。

平成 29 年 2 月 9 日
（木）

第2次試験日

（木）
平成 29 年 2 月 16 日

第2次試験科目

・面接
［個人面接］
（ 5 段階評価）

合 格 発 表

（木）
平成 29 年 2 月 23 日

●愛知県地域特別枠入学
（A 方式・B 方式）
●充実した教育環境の中にうれしいニュースも！
充実した教育環境の中にうれしいニュースも！
そんな愛知医科大学では、国際交流も活発
に行われています。
愛知医科大学の学術国際交流の発展および
さらなる拡充のための拠点として国際交流セ
ンターが整備されており、アメリカ、ドイツ、
タイの３か国であった留学先に昨年は韓国が加
わり、今年はさらにポーランドとも学生の交流
を開始しています。

愛知医科大学はまさに充実の一途を辿って
いるようですが、最後にこんなトピックスも
ひとつ紹介しておきましょう。それは、日本
陸上競技選手権・男子 100 ｍで、愛知医大生・
高橋周治君が 7 位入賞したということ！
「学生時代に身につけたいことは、感性を磨
く、
集中力を磨く、
メリハリを磨くこと。スポー
ツに熱中するのは良い医師になるためです。
」
高橋君はこう語っていました。
東京オリンピックでの彼の活躍が期待されます。

募 集 人 員

A 方式約 5 名、
B 方式約 5 名 合わせて 10 名を選抜

出 願 期 間

（金）
～ 2 月 27 日
（月） 消印有効
B 方式 = 平成 29 年 2 月 17 日

第1次試験日

（土）
・15 日
（日） 大学入試センター試験日
B 方式 = 平成 29 年 1 月 14 日

第2次試験受験資格者発表

B 方式 = 平成 29 年 3 月 6 日
（月）

第2次試験日

（金）
B 方式 = 平成 29 年 3 月 10 日

第2次試験科目

B 方式 = 第 1 次試験・第 2 次試験とも大学入試センター利用入学と同様

合 格 発 表

（木）
B 方式 = 平成 29 年 3 月 16 日

※A方式の出願期間、試験日、合格発表、選抜方法は推薦入学と同様。
※他に
「国際バカロレア入学」
も実施。詳細は下記へ。

入試に関する問い合わせ先／医学部入試係
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1-1

武山直志教授による救命救急センターでの 5 学年次臨床実習の「救急医学実習」。実習衣の左袖には臨床実習に臨む学生
のレベルを保障した「ＳＴＵＤＥＮＴ ＤＯＣＴＯＲ」のワッペンが付けられている。

●「STUDENT DOCTOR」として
学生が臨床に積極的に参加
4 学年次の 1 月以降は、それまでの講義と
は異なり、臨床実習（BSL）が中心となっ
てきます。昨年度から、共用試験に合格し、
大学が定める基準をクリアした学生には、
「STUDENT DOCTOR」という名称が授与
され、これまで以上に患者さんとの触れ合い
の機会を多くした臨床実習ができる環境が整
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である。
以来、私学として創立者の「自主独立」と
▲矯正歯科での診察。
いう建学の精神を継承し、平成18（2006）
卒業生総数は20,000名以上を数える、世界
年には創立百周年を迎えている。今日まで百
最大規模の歯科大学である。
年以上におよぶ歴史と伝統は、日本歯科大学
伝統と実績を誇る名門校でありながら、常
に新機軸を打ち出すことも忘れず、平成18
がわが国の〝歯科界の源流〟といわれる由縁
年、学部等の名称を「生命歯学部」「新潟生
である。
命歯学部」に、それぞれ変更した。
現在、日本歯科大学は、歯科医学の総合的
これは、歯科医学は生命体を学ぶ学問であ
り、歯科医療は生命体への医行為であること
大学として、東京と新潟の両キャンパスに、
から、生命科学のレベルに相応しいネーミン
二つの歯学部、二つの大学院、三つの附属病
グとして、〝生命〟という二字を冠したので
ある。これによって、歯科学生と歯科医師の
院、二つの短期大学、および博物館を擁し、
意識を改革し、患者国民の歯科に対するイ
学生総数約2000名、専任教職員約1000名、

東京都千代田区富士見1−9−20

●飯田橋駅下車（JR 総武線、東京メトロ有楽町線・東西線・
南北線・都営大江戸線）
●九段下駅下車（東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線）

TEL 03−3261−8400（ダイヤルイン）
http://www.ndu.ac.jp
▲生命歯学部図書館。

▲救命救急実習。

メージを一新することを期しているのだ。
フロントランナーとして投じたこの一石が、
歯科界はじめ患者国民の意識革命を促すもの
と注目を集めている。
それでは、
「生命歯学部」
「新潟生命歯学
部」について、それぞれ見てみることにしよ
う。
▲新潟病院での手術見学。

●生命歯学部

日本歯科大学生命歯学部は、東京の都心、
外濠の内側に位置している。周辺には下町情
緒あふれる神楽坂、春には桜が美しい千鳥ヶ

淵、古書店の林立する神田神保町、東京ドー
ムシティなどがあり、勉学の合い間にちょっ
と散策するのも楽しい。
キャンパスはＪＲ飯田橋駅から徒歩数分、
附属病院はすぐ目の前だ。
日本歯科大学附属病院は、明治40年、
「共立歯科医学校附属医院」として開設され
て以来の歴史を引き継ぎ、幾多の変遷を経て、
昭和62年、現在地に完成した。
総合診療科、小児歯科、矯正歯科、口腔外
科、歯科麻酔・全身管理科、口腔インプラン
ト診療科、歯科放射線・口腔病理診断科、口

いました。
臨床実習では、実際に患者さんに接して、
医師にふさわしい態度や技術を身につけま
す。講義室における学生対教員だけの関係に、
さらに患者さん、患者さんの家族・知人はも
とより看護師、その他の全医療従事者を含め
た関係が加わることになります。
実際に患者さんに接し、体験することに
よって講義等で得た基本的知識と技術とを
しっかり確実に身につけ、また、実地を通し

URL

▲５年生になると病院での実習が始まり自分の将来像が見えてくる。

この病院は、平成19（2007）年、日本医
療機能評価機構の認定を受けている。歯科病
院として認定されているのはわずか3か所の
みという高い評価だ。
また、平成24年10月に東小金井駅前に口
腔リハビリテーション多摩クリニックを開院
した。
学生生活の面では、生命歯学部の学園祭
「富士見祭」が、毎年11月に開催される。
各クラブの模擬店や、クラブ対抗イベント、
また、学生によるライブ演奏などが行われ、
にぎやかで楽しいひと時を過ごす。学園祭に

▲小手術の見学。

来てくれた方々を対象とした無料歯科検診も
好評だ。
●新潟生命歯学部
一方、日本歯科大学新潟生命歯学部は、人
口80万人を超える本州日本海側最大の都
市・新潟市にある。
大型ショッピングビルが建ち並ぶ万代エリ
アや、昔ながらの風情あふれるお店が残る古
町エリアなど、プライベートでも充実した生
活を送れそうな環境だ。
すぐ後ろが日本海という浜浦町の素晴らし

いキャンパスには、本館、１〜５号館、新潟
病院、医科病院、先端研究センター、医の博
物館、新潟短期大学、その他各種施設が建ち
並んでいる。
新潟病院は、総合診療科、口腔外科、歯科
麻酔・全身管理科、矯正歯科、小児歯科、放
射線科、口腔インプラント科、訪問歯科口腔
ケア科の他、診療センターとして、障害児・
者歯科、睡眠歯科、口腔ケア、さらに特殊外
来として、白い歯、特殊歯周病治療、スポー
ツ歯科、いき息さわやか、あごの関節・歯ぎ
しり、口のかわき治療、歯科アレルギー治療、

▲在宅歯科往診ケアチーム。

歯科鎮静リラックス、顎のかたち・咬み合わ
せなどがあり、歯・顎・口腔の総合的な医療
施設としての役割を担うとともに、入院治療
のための病床50床を設備している。また、
長年にわたり在宅歯科往診ケアを実践するな
ど、地域医療の一翼も担っている。
この病院に加え、新潟生命歯学部には医科
病院も設置されている。
医科病院は、病床50床、消化器内科、消
化器外科、耳鼻咽喉科を擁し、ここでは、歯
科医学と医学の融合を図るため、一般医学の
講義はもちろん、医科研修も行っている。こ

その他 グラビアルポ掲載大学

グ ラ ビ ア ル ポ

社会から評価されて
選ばれる医科大学をめざして

〒102−8159

▲歯科診療用ロボット
「シムロイド」
を相手に歯科医療を体験する。

第3学年歯内療法学の臨床基礎実習風景。

リテーションや全身状態評価に関する基本的
知識と技能を修得できる環境が整っている。
このような医学全般にわたる教育カリキュ
ラムが編成されている点も東京歯科大学の大
きな特色といえよう。

葉県市川市）の３病院が付設されているのだ
から、学生たちは何とも恵まれている。
特徴の異なる各病院では、充実した多様な
臨床教育を実施できるよう体制を整備。歯科
だけでなく幅広い分野で活躍できる人材とし
て、知識・技能・態度を修得し、歯科医師へ
の夢の実現へと繋げている。
例えば市川総合病院は、歯学部の附属病院
として唯一の総合病院であり 26 診療科、8 セ
ンター、570 床を有しており市川市周辺の中
核医療機関として地域医療に貢献している。
ここでは歯科医師や医師、看護師、歯科衛生
士など多職種が連携して行うチーム医療を体
験できる。また、医師や看護師とも共同で学
べるスキルスラボを設置し、摂食嚥下リハビ

http://www.aichi-med-u.ac.jp
http
/
//www.aichi-med-u.ac.jp

-61-5314 E-Mail:inyushi@aichi-med-u.ac.jp
Tel.0561-61-5314
T
Tel.0561

オペ室における 5 学年次臨床実習「眼科学実習」の手術見学。緑色の実習衣を着ているのが「ＳＴＵＤＥＮＴ ＤＯＣＴＯＲ」。
経験豊かな執刀医（瓶井資弘教授）と医療スタッフが最先端の医療技術により、高度な医療を提供する様子を真剣な眼差し
で見つめる。

て新しい知識・技術を学び、医師としてのあ
るべき態度を養います。
これに加え、5 学年次に行っている臨床実
習の一環として、地域住民と密着した地域医
療の実際を学び、医学生としての自覚および
意識を養い、卒前医学教育の充実を図ること
を目的に、大学近隣の診療施設の協力を得て、
学外臨床実習も行っています。
BSL の後は、さらにスキルアップさせた
クリニカル・クラークシップ（診療参加型臨

床実習）という制度を長期間導入し、学生が
主体となって、患者さんとの関わりの中から
臨床医学を学びます。従来型の見学主体では
なく、学生が研修医・指導医で構成される診
療チームの一員として診療に参加し、指導医
の監督のもとに実際の診療を行います。
ここでは、単に教科書に記載された知識の
理解だけでなく、基本的診療技能、臨床現場
での推論の仕方、患者さん・コメディカルと
のコミュニケーションなどを修得します。

▲附属病院外観。

日本歯科大学生命歯学部
日本歯科大学大学院生命歯学研究科
問い合わせ先

クラブ活動
（上）
と東歯祭
（下）
風景。

●神奈川歯科大学
●金沢医科大学
●国際医療福祉大学
●自治医科大学
●昭和大学
●兵庫医科大学
●藤田保健衛生大学
●北海道医療大学
●北里大学医学部
●北里大学薬学部
●京都大学医・薬学部
●国際医療福祉大学薬学部
●東京医科歯科大学医・歯学部
●名古屋市立大学医・歯・看護学部
●浜松医科大学
●広島大学医・歯・薬学部
●横浜市立大学医学部

2016 年 10 月 臨時増刊号
2016 年 8 月号
2016 年 10 月 臨時増刊号
2014 年 7 月号
2017 年 1 ‑ 2 月合併号
2013 年 10 月 臨時増刊号
2015 年 9 ‑ 10 月合併号
2016 年 9 ‑ 10 月合併号
2015 年 5 月号
2016 年 8 月号
2008 年 2 月号
2016 年 10 月 臨時増刊号
2016 年 11 月号
2016 年 1 ‑ 2 月合併号
2016 年 9 ‑ 10 月合併号
2008 年 09 月号
2017 年 3 月号
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腔リハビリテーション科と内科、外科を有し、
診療センターとして、心療歯科、顎関節症、
口腔がん、顎変形症、ハイリスク、歯科人間
ドック、いびき・睡眠時無呼吸の各分野があ
り、入院治療のための病棟も設け、総合的な
医療施設の役割を果たしている。
病院の特色としては、患者さんの診療と同
時に、次の世代の歯科医を育てるための教育
を行う広範囲にわたる多目的病院であるため、
学生は臨床実習カリキュラムの一環として同
病院において実地の研修を行うという、独自
の教育システムがとり入れられている点にある。

WEB 紹介

定期購読

昭和 51年創刊
以 来 、 多くの
読 者から支 持！

1976年創刊

未来の医療人をつくる

月
刊

医歯薬進学

2017年度・年間定期購読受付中 !

■ ’ 17 年 4 月号 ～ ’ 18 年 3 月号

2017年4月、本誌のリニュー

アルに伴い、ホームページも一
新いたしました。

（http://www.isiyaku.com/）
随時最新の情報を更新してお

り、バックナンバー、定期購読
の申し込みも可能です。
是非、ご覧ください。

13,600円

（税込・内送料 1,000 円）

★年間定期購読者に限り2018年3月号まで税込料金据え置き!

●学校紹介

※合併号、増刊号（「入試完全ガイド」「予備校ガイド」）発行の場合も含め年間 12 冊。
※合併号なしで増刊号発行の場合も増刊号サービス。

■申込み方法■
●住所・氏名・電話番号等を明記のうえ、下記あて先まで現金書留でお申
し込みください。なお、銀行振込みの場合も、必ず住所・氏名・電話番号
等をお知らせください。
FAX：03－3260－9265 または E メール
〒162－0811 東京都新宿区水道町 2－15
新灯ビル 玄文社定期講読係
●銀行振込みの場合は、下記の指定口座にお願いいたします。

●あて先

株式会社

玄文社

三菱東京 UFJ 銀行
玄文社ホームページ

●ピックアップ

恵比寿支店（普通）4543305

http://www.isiyaku.com

e-mail : genbun@netlaputa.ne.jp

●「富士山マガジン」
http://fujisan.co.jp/ishiyaku
にてネット販売もしています。

WEBでも閲覧できます
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【広告料金表】
摘要
医歯薬大ルポ
グラビアインタビュー

位置

内訳

料金：円（税抜き）

記事中

1 色 4P（+α）

1,000,000

記事中

4 色 4P（+α）

1,400,000

グラビア

1 色 4P（+α）

1,000,000

グラビア

4 色 4P（+α）

1,400,000

位置

内訳

寸法
（縦mm×横mm）

料金（税抜き）

表4

4色1P

220×163

700,000

表2

4色1P

225×145

600,000

表2

1色1P

225×145

500,000

表3

4色1P

225×145

550,000

表3

1色1P

225×145

450,000

表2対向

4色1P

225×145

550,000

表2対向

1色1P

225×145

460,000

目次対向

4色1P

225×145

480,000

目次対向

1色1P

225×145

450,000

グラビア

4色1P

225×145

460,000

グラビア

1色1P

225×145

390,000

グラビア

ヨコ1色1／2P

108×145

250,000

グラビア

ヨコ1色1／3P

225×60

230,000

グラビア

4色2P

見開き

900,000

グラビア

1色2P

見開き

750,000

記事中

1色1P

220×145

280,000

記事中

ヨコ1色1／2P

104×145

220,000

記事中

ヨコ1色1／3P

220×48

200,000

記事中

ヨコ1色1／4P

104×70

170,000

大規模リニューアルキャンペーン
⽉刊医⻭薬進学は４⽉に大規模なリニューアルを⾏いました。
受験生だけでなく、その親御さんや支援者にとっても価値ある情報を提供
します。
このたび、大規模リニューアルを記念して、広告出稿のお客様に
お得なキャンペーンを始めました。

３ヶ月コース

初回広告料３０％引き

６ヶ月コース

初回広告料５０％引き

９ヶ月コース

初回広告料７０%引き
学校説明会へのご出展優待特典付き

１２ヶ月コース

初回広告料 無料
学校説明会へのご出展優待特典付き

※期間中、通期による掲載に限る
※広告サイズは表４以下の広告に限る
※期間中は大幅なデザインの修正はできません
※学校説明会は平成30年夏頃に開催予定

詳しくは営業担当までおたずねください
株式会社 玄文社
〒162-0811
東京都新宿区水道町2-15 TEL 03-6867-0202

