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◆プロフィール

日本大学文理学部地理学科 → 総務省統計局統計調査部経済統計課科学技術研究
調査係 → 同　国勢統計課調査区係＜結婚＞ → 同　経済基本構造統計課調査区
係＜出産＞ → 同　消費統計課物価統計室銘柄担当 → 同　関東管区行政評価局
総務行政相談部総務課

2006年に大学を卒業し、総務省統計局へ就職しました。
大学時代は、統計調査の結果を利用する側でしたが、統

計を作成する仕事に就いたわけです。統計局では、国勢

調査、経済センサス、労働力調査など様々な統計を作成

しています。このように調査名を並べると、とっつきに

くく思われますが、国勢調査は日本の人口、経済センサ

スは日本の事業所や企業の数など、目的や結果は分かり

易いものです。

現職は、消費統計課物価統計室銘柄担当で、日本の物価

を知るための資料となる小売物価統計調査の担当です。

今年は特にアベノミクスと呼ばれる経済政策で 2％のイ
ンフレ目標がかかげられており、物価が注目されている

ため、自身が携わった統計調査を新聞、雑誌等で利用さ

れているのを多く目にします。このように統計が利用さ

れるのを見るときにやりがいを感じます。

大学 3年生、就職戦線真っただ中。当時の私
は、将来なにをしようか決まっていませんで
した。自分とは何か。自分は何がしたいの
か。いくら考えても、アナウンサーになりた
い！など具体的にこの職業に就こうというこ
とは思い浮かばず、やっと絞り出した答え
は、「結婚しても出産しても一生働きたい。」
そして当時ゼミなども始まって、大学での勉
強が面白くなってきていたので、「大学での
勉強を活かせる仕事に就きたい」というもの
でした。
そこで、2つの希望を満たせる仕事はなんだ
ろうというところから、公務員という仕事を
目指すことにしました。

就職してから 7年経った現在、進路決定の際に考
えていた 2つの希望はどのようになったのでしょ
うか。結婚して、出産した今でも仕事を続けてい
ます。これで“めでたし”とも思われますが、職
場復帰と同時に子どもが保育園に行きはじめて、
病気をもらってきたりすると、職場へは迷惑をか
けますし、子どもも私と過ごす時間が少ないので
はなど、働き続けることが本当に正しいのかと疑
問に思うことがあります。周りの方々に支えられ
てなんとか働くことを選択している状況です。
大学での勉強は活かせているのかということに関
しては、学術的な研究と実務とでは正直なとこ
ろ、次元は異なりますが、地図を読む力、地理学
的な分析能力を大学で習得したことに助けられる
ことは多々あります。このように想定外のことは
たくさんありましたが、希望と合致した仕事だと
思います。

もし、タイムトリップができて大学 3年生の
自分に声をかけることができるならば、「現
在悩んでいること、勉強していることは決し
て無駄にはならない。自分を信じて思うとお
りに努力しなさい。」と声をかけると思いま
す。過去の自分へは随分偉そうなことを言っ
てしまいそうですが、大学 3年生の時と変わ
らず余裕がなく、その時にできること、でき
る選択をしています。一心不乱にここまで
やってきましたが、過去を振り返ってみると
充実した生活を送れていたように思います。
自分自身とよく相談して、その時できる選
択、できる努力をしていけば、充実した生活
を送れるのではないでしょうか。
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◆プロフィール

鎌倉女学院中学・高等学校 → 日本大学文理学部地球システム科学科 → サン
コーコンサルタント株式会社 技術第二部 水文課

私は大学卒業後、建設コンサルタント会社に

入社し、主に水に関する調査や解析業務に従

事しています。建設コンサルタントとは、社

会資本（例：道路、橋、鉄道）整備を行う上

での企画・調査・計画・設計・施工管理を行

うと共に、国や地方公共団体といった発注者

が抱える様々な問題に対して適切なアドバイ

スを行い共に解決していく仕事です。

国民の安心・安全な環境を提供する社会資本

整備に関わる仕事のため責任重大ではありま

すが、社会貢献に直結しているという点では

非常にやりがいのある仕事でもあります。

私が小学生だった1990年代は地球サミットの開
催や環境基本法の制定等、環境に関するイベント

が数多くメディアで報じられており、そんな中で

環境問題に興味を持ったことが大きなきっかけ

だったと思います。その興味が中学・高校と継続

し、日大・地球システム科学科に進学しました。

大学では地球を取り巻く様々な学問について学び

ましたが、その中でも特に興味を惹かれたのが

【水】でした。

就職活動をする上でも水に限らず何かしら環境に

携わる仕事がしたい、との思いから建設コンサル

タントや調査会社を中心に応募しました。結果現

在務めている会社に就職し、運よく水に関する調

査・解析の仕事を行っています。

就職してからの数年間は、不慣れなこともあり仕

事と生活のバランスを保つことが非常に困難でし

た。仕事柄、事務所内でのデスワークの他に

フィールド調査が必要になるため、出張や残業も

多い日々が続きました。今でもその状況は変わり

ませんが、いつの頃からか自分なりの仕事のリズ

ムや息抜きどころが分かってくるようになり、今

では仕事は仕事、プライベートはプライベートと

ある程度線引きできるようになりました。今思え

ば仕事とプライベートの線引きが曖昧だった頃

は、心の余裕のなさが仕事や生活にも悪影響を及

ぼしていたように思います。自身の心の余裕のた

めにも、自分なりの仕事とプライベートのバラン

スを見つけることが大切だと思います。

私の場合、漠然と環境に携わる仕事をしたいとい

う思いから建設コンサルタント業界への就職を希

望しました。何かしらに興味があり、それを仕事

にしていきたいと考えている人はいいでしょう。

ただ、どんな仕事をしたいのか分からないという

人も多くいらっしゃると思います。そんな人たち

は、まずどんな仕事があるのかを見て回ることも

いいのではないでしょうか。かくいう私も建設コ

ンサルタント業界への就職を希望しながらも、他

業種の会社説明会には数多く参加しました。建設

コンサルタント業界が全滅した時のための保険と

いう意味もありましたが、環境以外にも興味を感

じる分野がいくつかあったからです。様々なもの

を見聞きすることで自分の世界は広がっていきま

すし、そんな中で自分の興味を惹かれること、や

りたいことが必ず見つかるはずです。みなさんが

自分らしい選択ができるよう、陰ながら応援して

います。
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◆プロフィール

静岡県立富士高等学校 → 日本大学文理学部地球システム科学科 → 日本大学大
学院地球情報数理科学専攻 → 株式会社ウェザーニューズ　 WITHステーション
（Mobile & Internet運営企画チーム）＜結婚＞ → 同社　アメリカ・オクラホマ
州 Innovation Center （Volcanic Ash Advisory for Transportation Project） → 同社 
グローバル予報センター（地象センター）チームリーダー

大学院では火山地質学を学び、当時内閣府が作成してい
た富士山ハザードマップに微力ながら現地調査などに参
加させて頂くことができ、研究一筋でいこうと決めたこ
ともありましたが、減災のためには、一般の方へわかり
やすく伝えることが大事であると感じたため、研究とい
うよりも実用面にこだわって、一般の方へ伝える職業、
今の仕事を選びました。はじめは専門外の天気の原稿や
番組作りで、一般の方々と触れ合いながら、参加型コン
テンツを企画していましたが、毎日が発見だらけで面白
く、また、イザという時の情報量が半端ないことに気づ
き、いつかは自分の専門で生かせる時がくるに違いない
と思っていました。そして、2011年の東日本大震災を
機に、地象センターを立ち上げ、現在は自分の専門をフ
ルに活用しています。国内に限らず世界で何か起これ
ば、夜中でも呼び出しがありますが、使命感をもって仕
事しているので、苦に感じたことはありません。

富士山の麓、静岡県富士市で生まれ育ち、
キャンプするなど自然に触れ合う機会に恵ま
れ、富士山やその周りの自然の成り立ちに対
して、なぜ、このように出来ているのか不思
議に思うようになりました。なので、進学す
るなら、自然科学を学べる大学をと考えてい
ました。高校での理科は、物理学・化学・生
物学がメインで、地学は選べず、独学で行う
ことしかなく、この状況がかえって私の好奇
心をかきたててくれたのだと思います。数あ
る大学の中でも、日本大学では教室内にとど
まらず、野外フィールドに出て海外実施研修
などもあったので、とてもグローバルで魅力
を感じました。

入社して 6年目に結婚をしました。夫は元社員であり、
別の道を目指すことになって辞めましたが、私の仕事や

働き方に対して誰よりも理解があります。24時間365日
運営している会社なので、深夜や早朝勤務があり、休み

もカレンダーどおりではありません。また、海外出張や

単身赴任することもあります。普通ならば、すれ違い生

活になるかもしれませんが、夫婦でじっくりと、現時点

でのお互いの目標を共有し、今後どうありたいかを話し

合うことを大切にしています。また、会社や働く仲間達

もオープンマインドで、会社のイベントに家族で参加し

たり、家族ぐるみの付き合いが多いので、家庭の中で自

然と仕事の話や相談ができるのが大きいです。今後、子

供ができたり、介護することになったりと、仕事と家庭

のバランスが変わることもあるとは思いますが、常に

オープンでいることが大事だと思います。

大学もその先の仕事に関しても、好きであること

が 1番。好きなことだとチャンスに気づきやすい
し、夢を掴みやすいと思います。今の時点で、ぼ

んやりして何も思いつかないという方は、まずは

遊びでもいいので、試しに何か経験してみるとい

いです。私自身、人見知りで引っ込み思案な性格

ではありましたが、キャンプをきっかけに自然が

好きになり、今の道を選ぶことができ、ようやく

夢に描いた仕事につくことができました。いろい

ろ経験をすれば、様々な人に出会い、様々な影響

を受けて、好きなことが見えてくるのではないで

しょうか。そこからは、自分の軸が形成されて、

なりたい自分、夢に近づくんだと思います。
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◆プロフィール

高校 → 金沢大理学部生物学科 → 大阪大大学院医学研究科生体制御医学専攻博
士課程＜結婚・第一子出産＞修了（博士・医学） →  大阪大大学院医学系研究科
特任研究員、助教  → 大阪大大学院生命機能研究科特任研究員、特任助
教 → 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所研究員 → 現職

学位取得後ポスドクになり、初めて自分で

研究テーマ、「細胞核への情報伝達が高次生

命現象に果たす役割の解明」を考えまし

た。それから10年以上職場を変えずに任期
制の職をつなぎながら、同じテーマで研究

を続けた後、日本大学で定職に就きまし

た。研究人生に掲げた目標は、自分のサイ

エンスを打ち立て、それを次世代につなぐ

こと。現在は、研究を行いながら学生の教

育と指導にあたっています。若者に囲まれ

ながら、自分の夢の実現を目指す、とても

充実した日々を過ごしています。

子供のころから生き物が大好きで、幼稚園

や小学生のころは1日中山歩きをして昆虫や
鳥を探していました。そのためか、将来は

研究者になると、中学生のころまでには自

然に決めていました。本当は野生生物を追

いかけるような仕事がしたかったのです

が、大学に入って野外実習に出るとアレル

ギーがあることが判明。研究室での実験が

主体の分野に方向転換しました。科学雑誌

を読み、予定細胞死の仕組みについて書か

れた記事に感動して、現在のような細胞生

物学の世界に入りました。

私が子供を産んだのは大学院生の時で、今

よりももっと、女性研究者の仕事と家庭の

両立が難しい時代でした。それでも、友人

や家族の協力を得ながら工夫して研究に取

り組みました。子供が小学生のころは同業

者で小さな子供を持つ母親同士、月曜日は

○○さん、火曜日は△△さん、というよう

に分担して子供をまとめて家に呼び、夕飯

を作りました。担当でない日は遅くまで研

究に打ち込むことができました。大変だっ

たけれど、大切な思い出もたくさんできま

した。

進路を選ぶに当たり、大切なのは自分の気持

ちに素直になり、そしてその気持ちに責任を

持つことだと思います。私は任期制の研究員

時代、何度か定職に就くチャンスがあったの

ですが、いずれも研究テーマを変えることが

条件だったので選びませんでした。「この研

究をやり遂げたい」という気持ちを優先した

結果です。迷うのも決めるのもすべて自分で

す。時には大きく方向転換したって良いの

で、自ら選んだ選択はどんな結果になろうと

後悔しないように。自分に向き合い、楽しく

歩んでください。
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◆プロフィール

高知県立高知西高等学校 → 高知大学理学部化学科 → 大阪市立大学大学院理学
研究科化学専攻前期博士課程修了 →  近畿大学医学部助手、専任講師（理学博
士（論文）取得・大阪市立大学） →  第一・第二子出産 → 東京医科歯科大学生
体材料工学研究所・助教 → 現職

植物成分より有用な成分を見つけて構造を

解析し、活性試験を行うという仕事を行っ

ています。大学院修了直後に大学の助手と

して着任し、教育・研究職に就きました。

終始一貫して植物成分の研究を行っていま

す。熱帯地域の植物、高山地域の植物な

ど、世界中の植物成分の研究を行っていま

す。最近では蛍光を持つ天然有機化合物の

探索研究に没頭しています。赤、青、黄色

など七色に光る化合物はとても美しく魅力

的です。生きた細胞への導入試験や、生体

センサーへの応用も行っています。

田舎の野山を駆け巡って育ったことから、植
物がとても身近でした。どんな植物がどこに
あって、どのように使用されるのかも良く
知っていたと思います。薬草の研究をしたい
という気持ちは中学の頃に目覚めました。良
い勉学の場と恩師、研究環境に恵まれるとい
う実にラッキーな人生だと思っています。研
究の道は険しいと考え、大学卒業後に研究へ
の道を進むことは考えていなかったのです
が、君には適正があると背中を押してくれた
大学時代の恩師に感謝しています。大学院進
学後、実験がとても好きで毎日夜遅くまで熱
心に実験をしました。そのことが研究への道
を開いたと考えています。

子供が小さい時は、実験の時間が思うように

取れずにとても悩んだ時期がありました。実

験の予定の立て直しや工夫などを毎日行いま

した。子供が寝静まってから、データ整理や

論文書きをすることは日常でした。それでも

好きなことをやっているわけですから、苦痛

はありませんでした。その日その日を大切に

して、子供の成長を楽しみながら研究も楽し

むことが大事だと思います。

家庭も仕事も人によりあるいは時期によりバ

ランスは異なります。自分にあったバランス

を探すのが大事です。

好きなことを探すことは結構難しいことかも

知れません。自分の将来にとって何が大事で

何が幸せなのかもわからないと思うことも多

いと思います。私の場合は、好きなこととや

りたいことが決まっていたのですが、正直な

ところとても実現するとは思っていませんで

した。今では女性研究者も大勢いますし、未

来像も描きやすいのではないでしょうか。志

さえあればきっと道は開きます。努力を人一

倍重ねれば必ず未来は輝きます！
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◆プロフィール

神奈川県立鎌倉高等学校 → 日本大学文理学部化学科 → 東京大学海洋研究所
（卒研） → 名古屋大学理学研究科大気水圏科学専攻 → 聖学院中学校・高等学校
に奉職

聖学院中学校・高等学校は都内にあるキリスト教
系男子校です。男子校のため、赴任した当時は女
性教員が専任では養護教諭しかおらず、図らずも
学内では女性教員のパイオニアとなりました。人
懐こくて穏やかな男子生徒が多く、保護者にも恵
まれて、日々生徒たちの成長を見守っています。
女性だからと言って、何か差別をされるようなこ
ともないリベラルな学校ですが、北アルプス登山
や合宿など学校行事すべてを男性教員や男子生徒
たちと変わらずに行うので、体力が必要です。担
任は6年間持ち上がりになることが多く、男の子
の成長が著しいこの時期に関われることは大変な
こともたくさんありますが、やりがいがありま
す。卒業してからも、OBたちやその保護者たち
との交流も続き、人の成長を共に喜べる仕事です。

祖父が医者だったので医学部に行こうかな、と高
校 3年生から理系になりました。その後、「風の
谷のナウシカ」の影響を強く受け、人と自然と社
会との関わりについて考えたいと思うようになり
ました。どこで何をしたらいいのか悩んでいたの
ですが、大学4年生で東京大学海洋研究所に卒業
研究で出られることになり、そこですべての命の
母となる海の研究を始めることになりました。1
年の卒業研究は短く感じます。もう少し海洋研究
をしたいと思い、名古屋大学に進学しました。前
期修士課程が終わりに近づき、仕事をどうするか
またもや悩みました。人に伝える仕事として、出
版関係やマスコミも考えました。もともと人と関
わることが好きなこと、自分の母親が教員をやっ
ていた影響もあり、教員の道を選びました。

夫とは卒研でいた海洋研究所で知り合いました。

名古屋と東京と離ればなれで 2年間過ごし、私が
東京の学校に勤めるようになって結婚しました。

娘が二人います。私は朝が早く、一方夫は大学教

員で研究所と家が比較的近かったので、保育園に

連れて行くことなど娘たちの朝の面倒は全面的に

協力をしてくれました。半官半民事業のファミ

リーサポートやベビーシッター、そして近所の人

たちのたくさんの協力のおかげでここまで何とか

きました。日ごろから、ファミリーサポートなど

の情報を集めておくことや、身の回りの人たちに

心から感謝する気持ちを持つことが、困ったとき

に自分一人で抱え込まずに乗り越えられた秘訣だ

と思っています。

進路選択で悩んでも、思い考え続けることで

必ず道は開けます。回り道に思えることも、

後になってみればそれがすべて糧になってプ

ラスに働いていることもよくあります。

ちょっと先のことを考えて準備をしっかり

行っていれば、チャンスも逃さずにつかむこ

とができます。そして目の前のことに全力で

ぶつかっていくことです。勇気をもってチャ

レンジしてください。
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松戸歯学部

大学教員

吉垣純子（日本大学松戸歯学部生理学講座　教授）
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◆プロフィール

私立フェリス女学院高校 → 東京大学理科2類 → 東京大学理学部生物化学

科 → 東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻 → 日本大学松戸歯学部生理学

講座　副手、助手、専任講師、准教授 → 現職に至る。博士（理学）。

大学で唾液の研究をしています。唾液中に

は様々な抗菌物質が含まれているため、唾

液が出なくなると虫歯や様々な感染の原因

になります。唾液が出る仕組みを研究し

て、口の健康を維持する方法を見つけるの

が目標です。思い通りの結果が出ずへこむ

ことも多いですが、逆に思わぬ発見という

喜びもあります。もう一つの大きな仕事

は、教育です。学部生に人間のからだの仕

組みについて教えています。学生に「おも

しろい、わかりやすい」と言ってもらえる

とやる気が出ます。

子供の頃から研究というものに憧れて、理学
部に行きたいと思っていました。大学進学
時、バイオテクノロジーという言葉が流行
り、生物化学という分野が当時の最先端、就
職口もありそう、と志望しました。大学院修
了後、研究を続けたいと思っていたときに、
研究室の先輩が松戸歯学部に勤めていて、私
を呼んでくれました。ぼんやりの私には最大
のラッキーでした。それでも、自分は歯学部
卒でもないし、しばらくしたら別の就職を探
さなければと思っていましたが、水が合った
のか、いつのまにか松戸に根を下ろしてしま
いました。 

大学院生時代に同級生と結婚しました。夫も

同業者なので仕事にたいしては理解がありま

すし、家事も分担してくれていますが、やは

り結婚当初はペースがつかめず、お互いイラ

イラしました。今ではあまりこだわらず、疲

れていたら手を抜くという方針なので、きち

んとしたご家庭からみたら、あきれるような

こともあるかもしれません。夫も一人暮らし

が長かったため、一通りは料理も家事もでき

るので、その点は助かっています。

最近は講義の準備や学生の指導など教育関係

に時間がかかるのはもちろんですが、各種委

員会など大学運営にも時間がかなり取られる

毎日です。好きでないのにやらなければなら

ない仕事はたくさんあります。でも全ては、

自分が研究を続けるためには仕方が無いこ

と、研究をしやすい環境を作るためにはしな

ければならないことと、割り切って考えるよ

うにしています。全部がいやな仕事は続けら

れませんが、好きなことを続けるためには

少々つらいことも乗り切れると信じていま

す。
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松戸歯学部

大学教員

落合智子（日本大学松戸歯学部微生物・免疫学講座　教授）
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◆プロフィール

都立日比谷高校 → 東京薬科大学薬学部 → 日本大学松戸歯学部　副手、助手、
専任講師、准教授 → 現職。博士（歯学）。その間に米国アラバマ大学バーミン
グハム校に2年間在籍。千葉大学非常勤講師（化学英語）。

基礎系の講座で、教育＞研究をしています。
教育も研究も、自ら考え工夫して行うという
点では共通しています。「自主創造」です。
教育では微生物学や免疫学を担当、研究は歯
科大学という立場から虫歯や歯周病などの原
因となる口腔細菌が全身疾患に及ぼす影響を
調べています。教育も研究もレスポンスがあ
れば自ずとやりがいも出て来ると思います。
自分の裁量でものごとを進められる仕事はと
ても幸福です。努力しても何の成果も得られ
ないこともしばしばありますが、何でも面白
がる、好奇心を持つことをモットーにしてい
ます。

皮肉なものです。高校時代、英語が苦手で理
系を選択した自分が、今は英語で論文を書く
仕事に携わっています。更に大学時代、一番
嫌いだった微生物学の世界に今身を置いてい
るとは。高校時代の日記に将来は研究者にな
りたいと書いてあるのを見つけ驚いた記憶が
あります。当時は何か資格の取れる大学をと
思い、あまり深く考えずに薬学部に進学しま
したが「薬剤師」になるイメージは大学時代
全く想像できず、病院実習にも参加しません
でした。就活の頃は製薬メーカーで研究開発
の仕事をしたいと思っていましたが、縁会っ
て大学の研究室に所属することになりまし
た。

全く家庭的ではないので、一生涯独身だろうと

思っていました。30歳前後に米国留学したので
帰国後しばらくは、研究に没頭していました。家

事に協力的な夫と結婚し、40歳前後で2児に恵ま
れましたが子育て期は遠方に住む高齢の親にも頼

れず、もっぱら保育園やファミリーサポートの利

用で乗り切った感じです。夫も同業、同分野で有

るため、子供が出来てからは学会にも参加できず

フラストレーションが溜まった時期も有りまし

た。しかし、子供を持ったことでワークバランス

が取れて来たともいえます。今思えば仕事でのス

トレスを子育てで発散し、子育てのストレスを職

場で発散していたのかもしれません。

「世の中で一番楽しく立派なことは、一生涯

を貫く仕事を持つ事である」「世の中で一番

さびしいことはする仕事のないことである」

と福沢諭吉の教えにあるように仕事が人生に

与える影響は大きいでしょう。自分のやりた

いことを職業にできれば幸せかもしれません

が、そのような人はあまり多くはいないで

しょう。与えられた仕事が大変で、始めは興

味がなくとも、愚直に一生懸命取り組むこと

で、自分自身が鍛えられていきます。その仕

事の意義や目的が理解できるようになると面

白さが増してきます。
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松戸歯学部

大学教員

田中陽子（日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座　専任講師）
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◆プロフィール

浦和明の星女子高等学校 → 日本大学松戸歯学部 → 日本大学大学院松戸歯学部
研究科＜結婚＞ → 日本大学松戸歯学部助手・専任講師（障害者歯科学） → イ
ギリス King’s College London （Research Fellow） → 現職

0歳から超高齢者にいたる知的や身体機能の
障害、全身疾患、精神疾患、認知症などと
千差万別の配慮が必要な方々への歯科医療
に関する臨床、教育、研究に携わっていま
す。口は、小さな器官ですが全身の健康に
直結しているため、通常の歯科治療だけで
なく全身疾患の予防に配慮した摂食嚥下機
能療法も行っています。何よりものやりが
いは、障害のある方々の社会参加に携われ
ることです。患者さんや家族の初診時の硬
い表情が徐々に笑顔になり悩みを打ち明け
てくれるようになる時は表現しえない気持
ちになります。

精神科医を目指していましたが大学受験の結
果、唯一受験した歯学部以外の道がありませ
んでした。高校の恩師の「口も人の死に関与
する」の言葉と、両親の「やってみて嫌なら
やめればいい」の言葉で入学しました。気持
ちがもやもやしたままの大学4年生の夏、海
外学生と病院内見学をして出会ったのが障害
者歯科でした。働いている人の笑顔が何とも
言えず素晴らしかったのです。その後当時の
教授が突然廊下で「放課後英語の授業をして
みるかい？」と声をかけてくださり卒業まで
続きました。この出会いがなかったら今頃何
をしていたか想像もつきません。

大学院卒業間際に結婚をしました。私は卒
業と同時に大学院生の学位取得を任され、
夫はまだ医学部生でしたので国家試験に研
修医と多忙な日々で結婚当初からすれ違い
は多く、そのまま18年過ごしています。そ
れでもOn/Offをはっきりとさせ共通の時間
と互いの時間の両方を大切にしています。
生活と仕事の充実は相互関係にあるもので
す。うまくいかないときに互いをそっと支
えあうようにいつの間にかなっています。
私には、配慮したい、配慮してくれる相手
がいることがワーク・ライフ・バランスを
とる助けになっていると思います。

私は幼少期の夢とは異なる道を歩み、夫は脱
サラ後の内科医です。沢山の苦しい出来事の
なか小さな幸せと多くのやりがいに充実した
人生です。寄り道は素晴らしいこと。鈍行列
車に乗ると超特急では気が付かない自然の美
しさを味わえます。また探究心を持ち続ける
ことが重要です。知らずに人は沢山の機会を
与えられているものですが、探究心がないと
気が付かないのです。そして、まず「やって
みなはれ」です。やってみないことには何も
始まりません。もしよかったら、一度「ぼく
を探しに」という絵本を読んでみてくださ
い。
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松戸歯学部

歯科医師

末光妙子（医療法人財団　匡仁会　理事長）
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◆プロフィール

土浦日大高等学校 → 日本大学松戸歯学部 → 研修医 → 一般歯科・勤務
医 → 開業 → 法人化・現職

研修医修了直後は勤務医として日々歯科治
療をしていましたが、その中で日本の予防
意識の低さを感じ、ホワイトニングを利用
した予防歯科専門に転身しました。その後
は、ミュゼホワイトニングを立ち上げ、「国
民総予防」、という私の理念に賛同いただけ
る医院を全国に広げている最中です。ま
た、結婚や出産等のライフイベントで離職
してしまった女性歯科医師/衛生士が活躍で
きる医院作りを目指しており、患者様から
だけでなく、従業員からの笑顔や「ここで
よかった！」という言葉が、大きなやりが
いにつながっています。

幼い頃は歯科にかかるが多く、”歯科医院＝

怖い”でしたが、高校3年の時にお世話に
なった歯医者さんに歯の全身への影響につ

いてお話いただき、歯科の可能性について

考え始めたのが最初のきっかけです。在学

中は予防に勝る治療はないという言葉を聞

き、一般的な歯科のイメージを変えたいと

ずっと考えておりました。また、治療して

いる中で、予防の重要性を日々感じ、勤務

医では出来ない、自分にしか出来ない社会

貢献がしたいと考えたのも大きなきっかけ

の1つです。

夫とは在学中に出会い、卒後4年で結婚しま
した。まだ子供はおりませんが、夫が進んで

家事をこなしてくれるので、二人の趣味であ

る釣りやキャンプ、旅行など仕事以外も充実

した日々を送っております。仕事も家庭も充

実しかなりバランスは取れている状況です。

やりたいことが見つからないで悩んでいる方

もいらっしゃると思いますが、そう言う場合

は「やりたいこと」ではなく『どんな人間に

なりたいか？』『どんな人生にしたいか？』

で考えてみることをお勧めします。また、さ

まざまなことにチャレンジするうちにやりた

いことが見つかることも多く、選択のきっか

けは周囲にたくさん転がっています。周囲の

状況に惑わされず、自分の中に視線を向け

て、興味を持ったら全力で取り組むことがよ

りよい選択の近道です。
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松戸歯学部

大学教員

久山佳代（日本大学松戸歯学部口腔病理学講座　教授）

94

◆プロフィール

日本大学豊山女子高等学校・理数科 → 日本大学松戸歯学部 → 日本大学松戸歯
学部助手 →  歯科医院勤務 → 日本大学松戸歯学部助手 → 結婚 → 口腔病理
専門医・細胞診専門医取得 → 現職

歯学部学生への教育、口腔病理学領域の研

究、そして付属病院病理診断科医員として

の病理診断の3つの柱を大切にしています。
病理診断とは、患者の適切な治療のため

に、人体から採取された細胞や組織を観察

して診断をする業務です。病理診断科は病

院の裏方の仕事ですが、「最終診断」を施す

大切な診療科です。そして病気になった原

因を探り、病気になった患者の身体に生じ

ている変化が、どのようなものであるかを

研究し、その醍醐味を学生に伝えます。3つ
の柱がすべて繋がり、やりがいです。

高校は、自立できる資格を得るために理数

科を選びました。理数科では自然と医歯薬

獣への進学を目標とする環境に置かれまし

たが、私はそこからの四者択一に自信があ

りませんでした。松戸歯学部を志したいと

いう思いを迷わせたのが、「私は不器用」と

いう現実でした。ですから、進路決定の

きっかけを簡潔に語ることができません

が、運命の流れと表現したいと思います。

しかし明確なことは、松戸歯学部は「不器

用」な大学生に寛大に教育を施してくだ

さったという結果論です。

私は三世代世帯の最年少という位置づけで育

ちました。したがって、当然迎えるのが介護

です。介護は、病理専門医を取得するための

勉強にもっとも集中したいころから始まりま

した。そしてその頃、寛容で辛抱強い夫に出

会いました。職場、夫の理解を得て、精一杯

の介護をしました。そして、それは現在の生

活の一部でもあります。バランスが崩れそう

になっても、仕事の仲間が支えてくれます。

私も仲間を支えることができているかはわか

りませんが、これも順番です。今の環境に感

謝する毎日です。

自分の夢を高校3年生の始めまでに描いて大
学を受験し、夢の入口に立つことができる人

はむしろ少ないでしょう。自分自身に迷いが

なくても環境が揺さぶりをかけてくることも

あるでしょう。私は、いつのときも自分の選

択に潔く向き合うことができることが幸せだ

と思います。社会は多くのお仕事によって動

いています。現代は情報に溢れていますが、

大学、仕事など体感することが大切だと思い

ます。みなさんに、出会いの瞬間が訪れるこ

とを願っています。
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松戸歯学部

歯科医師

加藤直子（日本大学松戸歯学部　兼任講師・開業医勤務）
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◆プロフィール

神奈川県平塚市出身　日本大学三島高校 → 日本大学松戸歯学部 → 日本大学大
学院松戸歯学研究科　博士（歯学） → 松戸歯学部歯周治療学講座　歯周専門医
（結婚・長女出産） → 現職（第2子妊娠中）。

注：写真は十数年前

歯周専門医として大学病院での勤務後、数年前か

ら地域歯科医院で働いています。当初、歯周病＝

歯槽膿漏という負のイメージや、衛生士と女医と

の区別もつかない地域歯科界の現状を目の当たり

にし、自分の仕事になかなか自信が持てませんで

した。それでもあきらめずに続けていくと何本も

歯ブラシを購入したり、3ヵ月後の診療予約を
とって帰ってくれたりする患者さんがだんだん増

えてきました。現在、第2子を妊娠中で仕事を
セーブしていますが、産休前に患者さんから

「待っているね。」と声を掛けられた時にはさすが

に涙があふれました。これなら産休明けには自分

の仕事に自信をもって復帰できそうです。

医療関係に進みたいという漠然としたイメージの

なか、周りの誰かが歯学部への進学を後押しして

くれたのだと思います。それが親族であったの

か、学校の先生であったのかは定かではありせん

が、周りの意見を聞いて決めたことに後悔はあり

ません。しいて言うなら、学生時代に抱いていた

歯科治療のイメージからは想像できないくらい、

様々な専門性をもった歯科医がいたり、多くの治

療以外の活動に携わったりと、歯科医師の役割が

想像以上にあることに気付いたのはごくごく最近

です。そんな知識がもっと以前にあればよかった

のかもしれませんね。

夫は高校・大学の一応先輩ですが、現在は4歳の

娘と3人ほぼ横一線の関係です。仕事の方は歯科

医として週2回ほど適度に働き、保育園を利用す

ることで長めの産休状態となっています。出産後

は地元で歯科医院を開業したいと考えており、開

業の準備を産休中にできるのは良い反面、余計な

不安も募ります。ちなみに夫は同じ歯科医師であ

りながら、臨床医ではありません。仕事に関して

近すぎず、遠すぎない関係がいいみたいです。加

えて出産後に復帰しやすい歯科医という環境が家

庭円満の秘訣ではないかと思います。

現在、歯学部への進学を選択することは社会的イ

メージや、勉学の過酷さ、そして金銭面的にも決

して安易に勧められる状況ではありません。それ

でも歯科医師になってみたら自分の手に職がある

安心感は絶大で、産休している今は本当に歯科医

でよかったと実感しています。ただ、専門性を身

に付けるために時間がかかりすぎて、やや出産が

遅れてしまったことは体力的、そして子供の将来

的に不安が残ります。もし、生まれ変われるなら

その点に気をつけて、もう一度、歯科医師への道

を選択したいですね。
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◆プロフィール

私立大妻中学・高等学校 → 日本大学松戸歯学部 → 日本大学松戸歯学部臨床研
修歯科医 → 都内・千葉県内の歯科医院にて勤務医（小児歯科・審美歯科・予防
歯科など） → きらり歯科クリニック津田沼　開業（現職）

2016年10月、千葉県船橋市に「きらり歯科
クリニック津田沼」を開業しました。歯学

部に入学した時から、地元で開業し地域医

療に携わることが私の目標でした。そして

今、患者さんに寄り添った歯科医療実現の

ため、日々試行錯誤しています。その中

で、患者さんからの「ありがとう」という

言葉は、なにより幸せを感じる瞬間であり

一番のやりがいです。患者さんの、口から

全身への健康に寄与できた時、キレイな歯

で笑顔が増え喜んでもらえた時、もっと

もっと頑張ろう、いつもそう強く思います。

趣味が仕事なので、いつも思考のほとんどは

医院のことでいっぱいです。その中でもなる

べくON/OFFはつけるようにしています。
OFFの時間はとても少ないので、限られた
時間でしっかりストレスを発散できるよう意

識して過ごしています。お口の健康から全身

の健康へ、を提唱しているので、普段の自身

の食生活にも気を付けています。OFFの中
で、家の掃除や料理をすることで生活環境や

体調を整え、より仕事に集中できるようにし

ています。

父が歯科医師であったため、昔からその姿を

なんとなく見てきました。ただ、父から歯科

医師になることを勧められたことは1度もな
く、自分もそうなろうとはあまり思っていま

せんでした。高校3年生の大学受験志望校を
本格的に決める時、どの大学に行き、将来ど

んな仕事をするのか、どう社会の中での役割

を果たしていくのか、と真剣に考えた結果、

歯科医師になって歯科医療を通して社会の役

に立てる人間になろう、という明確な目標を

持ちました。そして、歯学部受験を決め、進

学しました。

将来、どんな仕事をして、どんな自分であり

たいか、想像するとワクワクするようなこと

を是非見つけて欲しいです。自分にしかでき

ないこと、また自分ならできるということ、

が必ずあるはずです。いろんな経験をした

り、興味が湧くことにたくさんチャレンジす

ることで、次第にこれだな、というのが具体

的に見えてくるはずです。自分で選んだ道

は、歩き甲斐があります。辛いことや苦しい

ことも多いですが、それ以上の喜びや幸せが

あります。広い視野を持ちいろんな可能性を

検討してください。
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