ドクター訪問

川田デンタルクリニック
川田 賢介×

院長

ら好都合でしょうね。

一カ所で治療を済ませることが可能ですか

しまってあるのですよ。
また、
生活習慣病や

歯科をイメージさせる機材はすべて奥に

その通りで、血圧をコントロールし

に歯科治療を行なうのは難しいのですね。

秋野 やはり身体のどこかに疾患がある方

と考えています。

様の診療にも積極的にかかわっていきたい

健康に不安を抱える方、それに障害者の皆

してはすぐに切除する手術よりも悪い部分

科手術室も設置してありますが、私自身と

も最新のものを揃えました。加えて口腔外

た他、レーザーやインプラント手術の機器

の約四分の一で済むデジタル仕様を完備し

た。例えばＸ 線撮影は通常の放射線被曝量

障害をお持ちの方も積極的に受け入れる

川田

を時間を掛けてでも治していく治療に重点

移動だけでも大変ですし、通院の負

たり何種類もの薬を服用している患者さん

を置くことを基本方針に据えています。

川田

は、一般的な歯科医院ではすんなり受け入

秋野 診察室の横にカウンセリングルーム

べく、院内はすべて車椅子のまま移動でき

れてもらえません。藤沢市民病院時代には

が設けられていたのには感心しました。不

担は少しでも軽いに越したことはありませ

一般歯科で対応してもらえず紹介状を持っ

安を抱える方には有り難い配慮です。

る広さを確保しましたし、何かあった時に

て受診にお越しになる患者さんも数多くい

川田 口腔外科に関する専門的なことはも

ん。当クリニックは高血圧や糖尿病で治療

らっしゃいました。そのような中で私はそ

とより、治療費についてや身体的な不安な

迅速に対応できるよう設備にも配慮しまし

んな患者さんに対してこれまで勤務医とし

ど気軽にご相談頂きたいと設けたわけです

中の方、あるいは脳梗塞の経歴があるなど

て培ってきたノウハウを地域で還元したい

と考え開業に踏み切った次第です。障害を

お持ちの方には障害を考慮しながら、生活

習慣病などの疾患を抱える方には全身管理

をきめ細かく行ないながら、患者さんの状

る川田デンタルクリニックさんをお訪ねし

秋野 湘南エリアで五月十一日に開業され

どの一般歯科に加えてインプラント、審美

ました。歯周病や虫歯の予防・治療、補綴な

すが、ひと足早く予約の受け付けを開始し

は現在も非常勤としてお世話になっていま

病院の口腔外科に勤務しまして、そちらに

し、同年四月から今年三月末まで藤沢市民

川田 平成十二年に鶴見大学歯学部を卒業

お子様からお年寄りまでどなたも安心して

ゆったりした空間に気持ちが和みました。

をふんだんに使った落ち着きのある内装と

秋野

培った経験を地域に還元したい

秋野 太作

ました
（対談日：平成二十一年四月十七日）
。

歯科、
ホワイトニング、
更には私が市民病院

す。
一方、
横浜療育医療センターの障害者歯

治療までの時間を過ごすことができそうで

インタビュアー［俳優］

藤沢市民病院の口腔外科で一般歯科のみな

で専門的に治療してきた顎関節症、
口腔癌、

科でも非常勤として経験を積みました。

す。私は歯医者と聞くだけで嫌なイメージ

態に合わせた治療を実践したいですね。

らず顎の骨折や口腔領域の癌など、かなり

嚥下障害などの患者さんにも気軽に足を運

秋野 なるほど。
ところで、
こちらはビルの

日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医

専門性を要する治療にも携わっていたドク

んでもらえるデンタルクリニックとして地

川田

科専門医、厚生労働省認定歯科医師臨床研

秋野

ビル」
なのですね。
病気にもよりますが複数

すべて医療機関と、
最近よく耳にする
「医療

それにメンタルクリニックなどテナントは

に浸ってもらえればと思います。ですから

ンでくつろぐような感覚でリラックス気分

川田

なら落ち着いて治療が受けられそうです。

院内を見学させて頂きましたが、木

ターが開業するとあって、地元の方々はか

を浮かべてしまうのですが
（笑）
この雰囲気

技術やノウハウを皆様に提供できればと意

修指導歯科医の資格を有する川田院長のこ

の疾患を抱える方はあちこち回らなくても

では、日本口腔外科学会認定口腔外

気込んでいます。当クリニックはゴールデ

れまでの経歴をお聞かせ下さい。

ありがとうございます。エステサロ

ンウィーク明けから診察をスタートさせま

とても有り難いことで、培ってきた

一角にあって小児科や循環器科、
整形外科、

神奈川県藤沢市湘南台2-27-15 東永ビル3F
TEL.0466-47-6797 FAX.0466-47-6757
http://www.kawada-oral.com

域に根差すことができれば嬉しいですね。

（社）

なりお喜びだそうですね。

対談

口腔外科の専門技術を地域の皆様に
有病者・障害者の歯科治療にも対応
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神奈川県藤沢市民病院で９年にわたり専門性の高い口腔外科に携わってきた歯科医の川田賢介氏が、
より地域のために貢献しようと川田デンタルクリニックを開業。歯科のみならず顎関節症や口腔癌にま

で及ぶ口腔全般の専門治療が地域で受けられるとあって近隣住民の期待も高まっている。川田院長が積

極的に取り組もうとするのは、歯科以外の病気を抱えた有病者や心身に障害を持つ人達に対する治療で、
開業が歯科医療サービスの裾野拡大となるか期待しながらその活躍を見守りたい。

い科目であるものの、各地域に一カ所はな

科などに比べると口腔外科はニーズが少な

んは少なくありません。消化器科や整形外

回ってようやく口腔外科に辿り着く患者さ

いのか見当すらつかず病院を何カ所も回り

される方は少人数で、どの科に掛かればい

おかしいからといってすぐ口腔外科を受診

なども対象になります。ただし顎の具合が

から顎関節関係、
口腔癌、
それに顔面の骨折

川田

範囲がとても広いそうですね。

いと思うのですが、口腔外科はカバーする

秋野 私自身この機会にぜひ聞いておきた

トータルで効率的に管理させて頂きます。

あらゆる検査に至るまで患者さんの情報を

ムを構築し受付から診察、
カウンセリング、

当クリニックでは院内ネットワークシステ

プライベート面にも配慮しています。
また、

が、もちろん話し声が室外に漏れないよう

どう評価されるか現段階では予想しにくい

て頂きます。デンタルクリニックが皆様に

新規と急患はこの限りでなく随時対応させ

ており、
最終受付は午後六時半です。
ただし

川田 基本的には電話での予約をお願いし

れる必要があるのですね。

たが、診察を希望する場合はまず予約を入

いでしょうか。冒頭で予約のお話が出まし

とで、救われたと感じる人も多いのではな

ちの方にも積極的にかかわっていくとのこ

ますし、他に疾患を抱えた方や障害をお持

の方々にとって本当に心強いことだと思い

専門性の高いドクターが開業するのは地域

科だけでなく医科にも明るいと思います。

関で長年お務めになったわけですから、歯

院長は藤沢市民病院という総合的な医療機

秋野 夢を実現されたのですね。
ところで、

憧れ同じ道に進んだ次第です。

機会あるごとに目の当たりにして、それに

ために、時には往診などにも出掛ける姿を

応 が 難 し い と 判 断 し た 時 は、

川田

を遣われていると思いますが。

秋野 専門性が高い分だけ病診連携にも気

ねていくことができれば何よりです。

わる者同士が同じ方向性を持って努力を重

サポートしてもらいながら、地域医療に携

ですね。そして私の経験が生かせるように

を思いやって常に優しく接してもらいたい

す。スタッフには患者さんそれぞれの事情

タイプの患者さんがお越しになると思いま

療をさせて頂きますので、その分いろんな

科、そして専門である口腔外科と様々な治

川田

て下さい。

皆さんに望んでおられることがあれば教え

の協力が不可欠だと思います。スタッフの

秋野 院長の考えを実行するにはスタッフ

ています。

フォームド・コンセントには充分に配慮し

るようにしたいですね。そのためにもイン

秋野

う懸命に頑張っていく所存です。

こに住む方々のお役に立つことができるよ

考えていますので、
大好きな地域、
そしてそ

ました。開業はいわば第二のステージだと

めれば深めるほど藤沢の街が大好きになり

たわけですが、地域の皆様とかかわりを深

科医として研鑽を積ませて頂くようになっ

川田 東京出身の私が縁あって藤沢市で歯

標をお聞かせ下さい。

を切るに当たっての決意、そして将来の目

秋野

軽に受診して頂きたいと思います。

したので、歯の健康を維持するためにも気

からでも通いやすいような時間設定にしま

なっています。全体的には仕事が終わって

川田 日曜の午前は予約制の特別診療日と

平日にお勤めの方には嬉しいですね。

秋野

もちろんです。当クリニックでの対

さ せ て 頂 き ま す。適 切 な 医 療

日曜の午前も受診可能なのですか。

ければならないと考えています。しかしな

ですが、口腔外科の専門医という特色をお

それぞれの症状に応じて連携

口腔外科がカバーするかを地域の皆様に発

秋野

信頼を基本に歯科治療を実践

機関にお送りすることも開業

安心を支えて頂きたいと思います。

高度な医療を多くの人々に提供し、

最後になりますが、新たなスタート

がら現実はとても少なく、湘南エリアでも

伝えしながら少しずつ信頼関係を築いてい

機 関 の 藤 沢 市 民 病 院、横 浜 市

一般歯科からインプラント、審美歯

口腔外科が設置されているのは藤沢市民病

ければと考えています。

先程も申し上げましたが、歯科全般

院だけで鎌倉や大船地域はゼロです。当ク

信し、
歯科はもちろん口腔癌や顎関節症、
摂

てこれからも真摯な態度で臨もうとしてい

歯科医の重要な役目だと認識

民 総 合 医 療 セ ン タ ー、横 浜 市

食・嚥下障害など様々な治療に取り組んで

る川田院長ですが、診療に際して最も気を

して取り組んでまいります。

リニックでの診療を通じて、どんな症状を

いきたいですし、同時に私が勤務医時代に

遣われることといいますと。

秋野 参考までに診察時間を

やはりコミュニケーションですね。

木 曜 の 午 前・午 後 と 日

立大学医学部附属病院を紹介

診察した患者さんのケアも継続してできれ

川田

教えて頂けますか。

患者さんに対してこれまでも、そし

ば有り難いですね。

患者さんが何を望んでおられるのか、それ

お話を伺いながら、地域医療に対す

川田

以外は午前九時から午後一時

■ 培った高度な医療技術で
皆様の口腔環境を守ります

秋野

に対して当クリニックでは何ができるのか

る思いがストレートに伝わってきますが、

ら探り出し、最適な治療を提供させて頂き

までと午後二時半から午後七

曜 の 午 後 は 休 診 で し て、そ れ
た根本的な動機についてぜひ聞いておきた

たいと思っています。歯科には保険が利か

時 ま で 診 察 し ま す。た だ し 土

双方でコミュニケーションを図りなが

いと思います。

ない自由診療の選択肢も多くありますが、

曜の午後のみ五時までとさせ

ｌ
川田

そのあたりをきっちりと説明することで、

て頂きます。

THE INTERNATIONAL GRAPH

そもそも院長が歯科医を目指そうと思われ

父が島根県の小さな町に一軒しかない歯科

どんな場合も患者さんに納得と満足を頂け

私は東京都町田市の出身ですが、祖

医院を開業していました。日々患者さんの
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