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はじめに

私は東京歯科大学を平成元年に卒業しました。先
日，学生時代の同期である齋藤淳教授と久しぶりに
再会をし，卒後約２４年間のお互いの今までを報告す
る機会がありました。そこで，齋藤教授より「後輩
たちにも歯科医としての研鑽の選択肢を伝えて欲し
い」とのご依頼を受け，大変僭越ではございます
が，卒後歩んで来た道のりと，現在運営している歯
科医院について述べ，若い先生方にメッセージを送
りたいと思います。

香港と日本の架け橋

東京歯科大学は日本最古の歴史と伝統で培われ，
名声と相互のネットワークにおいても優れていま
す。卒業後の研修や就職先は，本学の大学病院や大
学院，または OB や OG が経営される歯科医院とい
う事になると思います。そういった中で，アメリカ
への留学を考えたのにはいくつかの理由がありまし

た。このお話をするにあたり，まず私のルーツであ
る父の家族について触れようと思います。

私の父は香港にて観光業を営む実家を持つ中国人
で，５人兄弟の長男でした。父が日本人の母と結婚
し生まれたのが私です。自由貿易として栄えて来た
香港人にとって，１９９７年に香港がイギリスの植民地
から中国に返還されると決まった際には，人々の間
に共産党支配に対する懸念が生じたと聞いていま
す。そこで，経済的に余裕がある中産階級以上の家
では子供を海外の学校に進学させる事はめずらしく
なかったようです。私の父は，日本にもあるラサー
ル高校の香港校を卒業後来日し，東京歯科大学にて
学びました。

多くの“縁”で整えられた環境

父の４人の兄弟達は，やがてアメリカに住む様に
なり私の従兄弟たちはほとんどが現在もアメリカに
います。この様な家庭環境の中で，大学卒業後にア
メリカに留学する事は，自然の流れでした。一方で
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東京歯科大学を卒業後，直ぐにアメリカの大学院に
チャレンジをした先輩は私の周りには少なく，色々
なルートを通じて情報を収集しました。本学の３年
生の時に，当時，小児歯科学講座の教授をされてい
た町田先生（現 名誉教授）から，学会などの打ち合
せで来日をされていたカリフォルニア大学サンフラ
ンシスコ校（UCSF）小児歯科のブレイム教授とお引
き合わせをして頂く機会がありました。私の父と町
田先生が学生時代から親しくさせて頂いたこともあ
り，またブレイム教授が父の兄弟の住むサンフラン
シスコで教鞭をとられているというご縁もありまし
た。私はその出会いをきっかけに，ブレイム教授に
自分の留学について相談をさせて頂く様になりまし
た。学生時代から，英語の塾に通いながら準備を
し，国家試験が終わり，発表の翌日にアメリカに発
ちました。

当時，クラスメートであった家内（旧姓 作永麻
織）は小学生の頃から毎年夏に約１ヶ月の海外ホー
ムステイを経験し，英語にも慣れていた事もあり一
緒に留学を希望していました。語学研修，そして
UCSF での研修生としての毎日が過ぎていく中，だ
んだんと矯正歯科のマスターコースに進学したいと
いう気持ちが強くなりました。UCSF は州立大学で
すので外国人が大学院に入学する事は難しく，全米
に約５０近くある矯正歯科の大学院の資料を取り寄
せ，検討を始めました。当時，婚約者であった家内
も同様に全米の小児歯科の大学院に入学に必要な各
種書類を提出しました。試験を受け，私たち２名同
時に入学が許可された数校の中から選択したのはマ
サチューセッツ州にあるボストン大学でした。

言葉の壁と膨大な勉強量

いざプログラムがスタートすると，臨床科目の座
学以外にもコアコースと呼ばれる基礎科目の授業も
あり，莫大な勉強量を求められました。当時のボス
トン大学では東京歯科大学の１０年先輩である山本英
夫先生が補綴科を卒業されたところで，アメリカで
開業する為に大学院を卒業後，アメリカでの国家試
験をパスする為に歯学部に再入学されていました。
当時，コアコースの克服の仕方や進級試験に関する
アドバイスを頂き，ボストンで頼る人が誰もいない
中，たくさんのサポートを頂きました。矯正歯科の

基礎講座以外にもバイオロジー，マイクロバイオロ
ジー，イミュノロジー，アナトミー，エンブリオロ
ジー，オクルージョン，ペリオドンタルサージカル
マネージメント，スタティスティクス，thesis ライ
ティング，コンピューターマネージメントなどの座
学は全て試験があり，留年している学生や途中で退
学するケースもありましたので，必死に勉強しまし
た。

卒業直後の開業

大学院３年目の年末，父が病で倒れました。父の
財務状況を調べると，歯科医院を運営する為の他，
私の留学資金を含め銀行から融資を受けており，実
家の不動産が担保になっていました。アメリカでは
一般的である学生自身が融資を受けられる学資ロー
ンというものが，日本には存在しない事を知り，学
生の身分で収入も無い私に残された選択肢は，日本
で開業をすることでした。何故なら，ボストン大学
大学院の卒業生は卒業後すぐに開業していたという
良き先輩たちがほとんどだったからです。また，卒
業してすぐに開業出来る様にボストン大学は厳し
く，そしてあたたかく育ててくれました。

出来るだけお金をかけずにスタートさせる方法
は，父が持っていた新宿の歌舞伎町にある歯科医院
を改装する事からでした。１３坪程の本当に小さなス
ペースを，矯正歯科と小児歯科の専門医院として改
装し，従業員ゼロからスタートしました。新宿の歌
舞伎町という子供や学校もない場所で，保険診療も
せずに医院を経営するのは難しいと多くの先輩方か
らアドバイスを頂いていたのですが，資金の無い私
たちに他に選択肢はありませんでした。

そして地域の不動産業者に自分達が希望する価格
帯，面積や立地などを含めた詳細を伝え仕事の合間
に不動産屋巡りをする日々が始まりました。

グリーンフィールド先生との出会い

アメリカから帰国し開業準備をしていた頃，私と
同じボストン大学を卒業したグリーンフィールド先
生が講師をつとめる，TP ジャパン企画の講演を聞
く機会がありました。講演のトピックは二級不正咬
合の非抜歯矯正治療についてでした。先生が使用す
る装置やコースの詳細を伺うにつれ，ボストンで学

賀久：卒後２４年の軌跡３６６

― １８ ―



んで来た事が多く含まれている内容だと思い興味を
もちました。グリーンフィールド先生は１９９４年に来
日，その後年に３－４回の頻度で講演，タイポドン
トコース，クリニカルコースなどを行うようになり
ました。当時の TP ジャパン社長，現在の㈱オーラ
ルケアの大竹喜一社長とのご縁もあり私と家内は通
訳やアシスタントとしてお手伝いをさせていただき
ました。グリーンフィールド先生は２００３年頃までの
間，通算３０回程来日されたのではないかと思いま
す。先生と関わるなかで知り合えた仲間たちは今で
も宝です。

理想の診療スペースへの展望

父が亡くなり借金をしたばかりだったのですが，
新宿オフィスが手狭になっていた事もあり，広い物
件にて更新および移転をしました。また，広尾の地
でも診療を行うことにより，自分たちを必要として
くれるインターナショナルコミュニティーに貢献出
来るのではないかと考え，事業計画書を作成し銀行
の融資を申し込み，１９９６年に港区でも開業しまし
た。この開院により，もともと広尾エリアから新宿
オフィスに通院していた患者様たちが，近くで受診
していただけるようになったのに加え，地元の新た
な患者様からも少しずつ支持が得られるようになり
ました。

港区で開業して２年半経った頃に，新たにより広
い場所を求め，引っ越しをしたいと考える様になり
ました。ボストン大学大学院時代の友人や先輩のオ
フィスを見る度に，もっと近づけたいという思いも
あり，その為には１００坪位のスペースを確保したい
と考えていました。その様な賃貸物件を，当時の自
分たちの年齢から歯科医人生引退するまで払い続け
るのは大変なので，広尾に土地を購入しビルを建て
る計画を立てました。生涯，家賃を支払い続けるよ
りも不動産購入をした方が，有利ではないかと考え
たからです。広尾駅から徒歩５－６分の渋谷区に土
地が見つかり，銀行からの融資が得られました。も
ともと，新宿オフィスがメインとしてスタートした
開業でしたが，この辺りをきっかけに広尾オフィス
の患者様の数も設備も次第に大きくなってきました

（図１，２）。これは，１９９９年の事です。また，通訳
とアシスタントをさせて頂いたグリーンフィールド

先生とのプロジェクトとして，この年に「非抜歯矯
正－非抜歯矯正の歴史と哲学 その臨床への応用」１）

を出版することが出来ました。この本の英語版はな
く，日本のドクター向けにグリーンフィールド先生
が英文で書いた原稿を私が日本語の原稿に翻訳し，
大竹社長やジャーナリストの秋元秀俊さんのお力を
お借りしながら，編集・出版作業についても学ばせ
て頂きました。

新たな拠点の誕生と臨床，学術の発信

広尾オフィスの移転が終った頃，私たちは新宿オ
フィスをどうするか議論していました。どちらかで

図１ 歯科医院らしくない歯科医院がコンセプ
ト（広尾オフィス）

図２ 受付エリアには，学校帰りに来院する子供たちが宿
題を出来るように大きな机を置きました（広尾オフィ
ス）
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診療がある際は，もう一つのオフィスを休診にして
いたので，両方を維持する必要はない様にも思って
いました。そこで，当時新宿オフィスに来院されて
いた患者様にアンケートをとり，新宿オフィスを閉
鎖して広尾オフィスに通院して頂く事が可能かどう
かを伺った所，「広尾は遠いし，不便」というご意
見が多くありました。一方で，６年近く経った新宿
オフィスも手狭となった事，そしてビルの老朽化と
子供が安心して通う医院の立地としては繁華街より
も落ち着いた場所へ移転した方が良いと言う多くの
患者様からのご意見もありました。新宿駅を利用し
徒歩５分前後でその条件を満たせる場所は，私たち
の考える予算には全く合いませんでした。そこで，
住宅兼医院となる様な場所にビルを建て，そこに移
転をする案が浮上します。新宿から電車で１５分を１
つの目安にし，物件探しが始まりました。私たちの
様々な条件を満たす場所が，代々木上原でした。銀
行の融資も通過し，オフィス部分が１００坪になるビ
ルを２００３年秋に竣工し，開院することができまし
た。今年，それから１０年が経ちます（図３，４）。

学術面では，グリーンフィールド先生のコース受
講者の勉強会として，仲間と共に日本非抜歯矯正研
究会を立ち上げました。２００２年のアメリカ矯正歯科
学会のテーブルクリニックでは，ベストテーブルク
リニックアワードを頂くことが出来ました。又，翌
年の２００３年には，グリーンフィールド先生は健康上
の都合で来日が難しくなり，このコース自体を引き
継ぐこととなり，世界で５名の TP Orthodontics
USA のコンサルタントの仲間入りもさせて頂きま
した。その後，講演やコースをアメリカ，イタリ
ア，スペイン，フィリピン，タイ，韓国，香港，中
国，インド，台湾で開催させて頂くこととなりまし
た。この間，学術誌への投稿もする様になり，２００６
年の The Journal of Clinical Orthodontics（JCO）の
論文はその号の表紙にもなったことは，自分の歯科
医人生の中でも忘れられない出来事です２，３）。一昨
年，友人と共に今までの臨床をまとめた「非抜歯矯
正治療」を医歯薬出版より出すことが出来，現在
パート２を執筆中です４）。

オフィスポリシー

ここまで来られたのは，何故かと振り返ってみる

と「ストーリーとしての競争戦略」という本５）の中
に書かれている内容にあてはまるところがありまし
た。私たちはボストン大学大学院時代から，医院の
コンセプトを掲げる事が重要であると教えられてき
ました。事業を経営するとなると様々な場面で，行
き詰まる時や迷うことがあるかも知れません。その
ような時こそ原点に立ち戻ってみると，迷いが解消
され，決断に向けて背中を押してくれます。それが
コンセプトです。コンセプトは，顧客に対する提供
価値の本質を一言で凝縮的に表現した言葉，とも言

図３ 矯正歯科治療は特別なことではない，と感じてもら
えるように，プライベートな空間にするのではなく，
隣で治療している患者さん同士がコミュニケーション
をとれるようオープンにした診療エリア（代々木上原
オフィス）

図４ 子供を連れてきたお父さんも一緒に遊べ
るようにゲーム機を設置している受付エリ
ア（代々木上原オフィス）
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われています。それを耳にすると，本当のところ誰
に何を売っているのか，どのような顧客が，なぜど
ういうふうに喜ぶのか，何のために事業をしている
のか，こうしたイメージが鮮明に浮かび上がってく
る言葉です。「誰をどのように喜ばせるのか」を
はっきりとイメージしなくてはなりません。「誰に
嫌われるか」という視点も大切です。「誰からも愛
される」というのは「誰からも愛されない」のと同
じです。誰かに本当に必要とされるためには，誰か
に嫌われなくてはなりません。八方美人は禁物で
す。このコンセプトを優先し，医院運営を行なって
来た事が，結果としてそれを求める人を引きつける
ことになったのではないかと考えております。

誰に何を売っているのか？

人間の本性とは，なかなか変わるものではありま
せん。私たちは，医療の現場に身を置いている訳で
すが，人間とは古代文明の遥か昔より，死にたくな
い，老いたくない，という『不老不死』や『不老長
寿』の欲求を持っていました。歯科にしても，みん
な喜んで虫歯になる人はいないと思います。虫歯に
なると悲しい，歯を失うことはもっと悲しい，そし
て痛い，辛い，だからなりたくない。そして，歯を
失った人にしてみると，歯があることの喜びを感じ
ます。自分の歯をできるだけ健康に保ちたい，心身
共に健康でありたい，と思う人間の本性は誰もが
もっている願望です。ですから，私たち医療従事者
も「本当に売っている価値」を考える必要がありま
す。 逆に言えば，本当のところ「何」を提供する
のかを考え，それにより「誰が」「なぜ」喜ぶのか
を突き詰めなければならないと思います。現状より
ももっと良くなり，その人を幸せにできる価値や，
患者さんが，私たちの治療やサービスを受けること
で今より幸せになれる，そのような価値を提供しな
ければななりません。私たち矯正歯科医が「本当に
売っている価値」とはセラミックブラケットや拡大
装置ではなく，治療を通して歯が動くことによって
得られる体験や，より良くなった自分を感じること
が出来る満足感，１つのプロジェクトを終えて味わ
える達成感，などであると考えられます。これは一
般歯科の分野でも同じで，治療を通して患者様が美
味しく食事が出来る様になることや，歯を出して写

真が撮れる様になることが，歯科医として提供出来
る，本当に売りたい価値ではないでしょうか。

本当に売りたい価値とは，「伝えたい価値」だと
考えています。そしてそれは，現状よりもっとポジ
ティブになれるような，その人を幸せできる価値で
なければなりません。

おわりに

私と家内は今年で卒後２４年になります。過ぎてみ
るとあっという間でしたが，今まで多くの友人や恩
師の出会いに支えられました。帰国後，収入に困っ
た時に矯正歯科医としてパートタイムの仕事をさせ
て頂いた諸先輩方，ここにその人たちの名前を全て
あげることができませんが，彼等のサポートなしに
今のキャリアを積み上げる事は出来ませんでした。
これをお読みになった先輩や同級生をはじめとする
同窓の皆さまや，私たちに関わってくださった皆さ
まには，この誌面を通じ心より感謝させて頂きま
す。

これまで歩んで来た歯科医人生は，東京歯科大学
の多くの先生方が進む王道の生き方とは異なってい
たと思います。しかし，歯科医人生を謳歌するその
道には幾つもの選択肢があり，後輩の皆さんが同じ
様な事に遭遇した際のささやかな参考にでもなれば
という思いで，ここに記しました。長々と，最後ま
でお付き合い頂きありがとうございます。

また，どこかでお目にかかれる事を楽しみにして
います。
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