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＜Profile＞
高 61 回生
佐賀大学医学部医学科卒業
2015 年　九州大学病院（研修医）
2016 年　済生会福岡病院（研修医）
2017 年　九州大学第二内科腎臓研究室入局

九州大学病院勤務
2018 年　製鉄記念八幡病院勤務

（2019 年　結婚）
2020 年　松山赤十字病院勤務

（夫と同居開始）

自分自身の仕事を自分で得る、
「手に職がつく」医師に

私も、腎臓の様に
縁の下の力持ちの様な人間に

なれたらいい

感謝のことばが直に聞ける、
勉強することが社会に還元できる

仕事です

■今の仕事は？
　大学を卒業して、研修医として九州大
学病院と済生会福岡病院で1年ずつ、そ
の後九州大学の医局に入って5年目、松
山赤十字病院の医師です。今年になって
腎臓専門医の資格を取得しました。今産
休に入って3か月めです。

■高校時代は？
　部活は茶道部でした。バンドでベース
をしたりして文化祭や運動会も楽しみ
ました。大学では軽音楽部(メインは
ジャズのビッグバンド)でウッドベース
を。今もよく聞くのはジャズです。

■どうして医師に？
　父が医師で身近だったこともありま
すが、これからは女性も資格をもって仕
事をして行ける時代だと思っていたこ
と、自分の体にも興味があってずっと勉
強していく興味も持てたからでしょう
か。高校の頃は文系に進むか迷ったりも
しましたが、医師は手に職をつけること
ができるし、大学で勉強したことを活か
せる仕事がしたかったので医師になり
ました。

■どうして腎臓内科を？
　大学で6年間、国家試験を受けて医師
免許を取得したあと、2年間の研修を経
て専門に分かれていきます。いろんなタ

イプの仕事があって、研修の時期にいろ
いろ体験して進む道を決めます。私は、
患者さんとしっかり関われて、腎臓の生
検や血管の手術などの手技もあり、感染
症や膠原病などいろいろな病気も勉強
できる腎臓内科を選びました。
　腎臓は心臓や脳ほど目立たず馴染み
がないかもしれませんが、ミネラルや水
分のバランスなどを司る重要な臓器で、
休みなく働いています。少し機能が落ち
ても、元気な部分で機能を補充し頑張っ
てくれるので、最後まで腎臓の機能障害
は気づかれないことが多いのです。腎臓
は縁の下の力持ちの様な存在なので、症
状が出る前に治療を始めて、それ以上悪
くならない様に守ってあげる必要があ
ります。そんな腎臓の働きや治療の面白
さに魅力を感じています。

　腎臓内科でもいろいろな専門があっ
て得意分野を探して進んで行きます。専
門医は5年のフルタイム勤務経験が必要
で、妊娠中ではありましたが、なんとか
最短で腎臓内科専門医を取得できまし
た。まだ道半ばですが、もう一つ透析専
門医の資格を取ろうと思っています。

■仕事のやりがいは？
　患者さんや家族の方から、感謝の言葉
や手紙を貰ったり。そこがやりがいとし
ては一番です。社会の中で居場所ができ
るのも大きいです。医療という側面か
ら、死生観や生き方など社会的な側面も
知ることができます。知的好奇心を刺激
される医療に関して新しい知識を勉強
させてもらえる環境もありがたいです。
一つの間違いが重大事になる怖さや、夜
中でも呼び出しなど、時間的にも身体的
にきつい仕事ではありますが、

■結婚、妊娠、出産を通して感じたことを
　夫は入局の時の同期で、最初は別居で
したが今は同じ職場です。専門医も一緒
に取得して、これからも大変なことを一
緒に乗り越えていけそうです。
　妊娠を知った患者さん達はとても喜
んでくれて「赤ちゃん見せてね！」と目
をキラキラさせてお腹を触ってくれま
した。体の変化は想像以上でしたが、職
場の理解もあり33週まで勤務できまし
た。出産も予想以上に大変でしたが、生
まれてきた我が子を見るとこれ以上な
い喜びと達成感を感じました。産後、夜
寝ない我が子との生活は本当に大変で、
まるで毎日当直しているような目まぐ
るしい日々の中、自分も両親に育てても
らった有り難みを実感しています。

■高校生にメッセージを
　コロナの影響で大きく価値観も変
わっていく中、将来を不安に感じるかも
しれませんが、どんな道を選んでも不正
解はなく、全て意味のあることだと思い
ます。自分を信じて決めた道に向かって
頑張ってください。私もまだ医師として
も母親としても半人前ですが、これから
も日々精一杯頑張って成長していきた
いと思っています。

縁の下の力持ちのような人間に。
　　愛媛で最年少、
　　　　数少ない女性腎臓内科専門医

松山赤十字病院　腎臓内科医

61 回生　岩本 ( 小野原 ) 早紀 さん
い わ も と お の は ら さ き
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＜Profile＞
高 54 回生
多摩美術大学情報デザイン学科卒業
2006 年　多摩美術大学卒業後渡仏
2009 年　パリ第 8大学大学院卒業
2011 年　イデム入社
2016 年　日本で法人立上げ
2017 年　第一子出産、フランス法人立上げ
2019 年　レストランMAISON オープン
　　　　　( パリ 11 区 )
2021 年　第二子出産

海外への思いは
16歳のニューヨーク旅行から

人と人をつなぐ事で何かできない
かという思いで海外にどうやって
行こうかに力を注いだ大学4年間

■お仕事の経緯を教えてください
　パリ大学大学院卒業後就職した「イデ
ム」は、ピカソ、マチス、ミロ、シャガール
など、20世紀を代表するアーティスト
たちが活躍していた世界的に有名な版
画の工房です。そこで国際的な交流とフ
ランスの伝統技術を日本にも繋ぎたい
と日本を中心にプロジェクトを立ち上
げました。2015年には、小説家の原田マ
ハ氏と一緒に、その工房を舞台にした小
説「ロマンシエ(原田マハ著/小学館)」と、
その小説の中に伏線で現れる展覧会を
実際に東京駅の東京ステーションギャ
ラリーで開催するなどのプロジェクト
を企画・実現させました。

　16歳の時に初めての海外ニューヨー
クで、今まで見てきたものとの大きな違
いに感動してその時に海外に出ようと
決めました。中学でやっていたバレー
ボールは高校ではやめて学業優先した

ころを取り入れて仕事と家庭の両方を
楽しんでいます。

■今からやりたいことは？
　パリのレストランなら世界中から来
てくれて、そこには、食べ物飲み物だけ
でなく、空間から器、技術やコミュニ
ケーションがあり、文化が詰まっていま
す。私がアートの世界で培ったことをよ
り広く続けられると思ってパリの11区
にオープンしたレストランMAISON。空
間は建築家の田根剛さん、レストランロ
ゴは映画監督のディヴィッド・リンチさ
んなど、元々交流のあった多くのクリエ
イターが携わってくれました。
　この夏、私たちのレストランから派生
した企画を日本で立ち上げます。その第
一弾として、南青山にカフェレストラン
MAISON with ARTS&SCIENCEを開く予
定です。京都、福岡、佐賀でも面白いお話
が立ち上がっているので、パリと東京～
福岡が繋がって、福岡の若い人材と一緒
に拠点を作り、日本や世界で何かを形に
できたらいいなと思っています。

■高校生にメッセージを
　私が高校生の時には、「一番好きなこ
とを一生懸命やって仕事にする」、それ
ができるという選択肢が見えませんで
した。どんな些細なことでも、今世の中
にない仕事でも、好きなことを一生懸命
やればどんなことでも形にできる、それ
を知って多くのことに挑戦してほしい
なと思います。

のですが、勉強しなくなるは、遊ぶはで
先生を困らせていた生徒だったと思い
ます。高校３年生の夏までは理系で環境
問題の研究に興味がありましたが、人と
のコミュニケーションが好きなので研
究職は向かないのではと悩んでいまし
た。そんな時に母が「美大に行ったら？」
と勧めてくれ、「面白そう！」と美大受験
を決めました。海外に行くには東京に出
るのが早いと考え、東京の大学を受験。
その中で得意な数学を活かすことので
きる多摩美術大学の情報デザイン学科
に進みました。

　美大の人達はみんな美術に関して好
きに、思い切りやっている人しかいなく
て。それまではいい企業に入ることが一
番だと思っていました。でも、好きなこ
とを思い切りやる方法があるとわかり、
好きだと感じていた「人を繋ぎたい」を
仕事にできないかと考えるようになり
ました。ずっとニューヨーク留学を考え
ていましたが、イラク戦争が勃発。それ
と同時にヨーロッパではユーロ通貨が
スタート。「ヨーロッパに行けば、一つの
国からでも多くの国々を見れるかも？」
そんな考えからヨーロッパの国を検討
し始めました。フランスは公立だと学費
が無料なため、日本の私立大学の学費代
で生活費も含めてパリの国立大学院に
行ける、と親を説得し行かせてもらいま
した。

■フランスでの結婚、出産、子育ての
ご様子を聞かせてください

　フランスで出会った日本人シェフの
夫と結婚して子ども2人を出産しまし
た。2019年にオープンしたレストラン
を夫と共同経営しながら、アートの仕事
もプロジェクトベースで続けています。
フランスは、幼稚園から義務教育で子育
ての制度がしっかりしていて女性が働
きながらの子育ては当たり前です。妊娠
前はフランス人って冷たいイメージが
あったのですが、妊娠・出産してから、本
当にみなさん妊婦や子どもに優しいん
です。私たちも日本とフランスの良いと

パリに住んで 15 年。
夫婦でのレストラン共同経営にアートを取り入れ
文化を通じ人と人をつないでいきたい

アートプロジェクトディレクター　

54 回生　渥美 ( 大津 ) 明子 さん
お お つあ つ み あ き こ
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OKAME STYLE は年２回の発行を予定しています。今後の紙面に取り上げてほしい卒業生をご紹介ください。自薦、
他薦どちらでも構いません。「こんな素敵な人がいます」「この人の話が聞きたい」。多数のご推薦をお待ちしています。

広報委員長　　小川訓名（高 36 回生）
連絡先：同窓会事務局　　oka.dousoukai@gmail.com

「紹介してほしい人」を募集します

＜Profile＞
高 37 回生
九州大学歯学部卒業
1991 年　歯科医院勤務
2003 年　九州大学大学院歯学研究科修了　

博士（歯学）
2003 年　九州大学大学院歯学研究院　研究員
2009 年　朝日大学口腔生理学分野　准教授
2011 年　（結婚）九州大学大学院歯学研究

院　特任准教授
2014 年　九州大学味覚・嗅覚センサ研究開

発センター　准教授
2019 年　東京歯科大学　准教授　
2020 年　東京歯科大学短期大学　教授

歯科医師として一旦就職。
その後の大学院に進学し

本当にやりたいことを見つける

バンド活動、硬式テニスを
やっていた高校時代。

でも2年生からは受験勉強に専念。

■大学卒業後の経緯を教えて下さい

　九州大学歯学部卒業後、大阪で3年、東
京で5年と街の歯科医師として勤務して
いました。
　いろいろな症例、患者さんを見ている
うちに、同じ病気でも人によって症状が
違う、同じ治療をしても回復度が違っ
て、一概に「この次にこれしたら治るで
しょう」というものではないことに気が
つきました。自分は基礎系の学問をちゃ
んと勉強していないから応用がきかな
い、様々な症例に対応できないと考えて
大学院への進学を決意して九州大学へ
戻ってきました。
　大学院は生理学を専攻して、味覚を
テーマに学位を取ったのですが、やって
いるうちに自分は、研究と教育に向いて
いる事に気が付きました。なので、4年間
の院生活後は博士研究員として、自分の
研究をしながら授業や実習を受け持ち、
教育のキャリアを少しずつ積んでいき
ました。

■味覚研究が面白いという気持ちか
ら使命感へ、きっかけは友人の病気

　研究をしているときに、一緒においし
いものを食べ歩いていた友人が、メタボ
いわゆる肥満で若くして脳梗塞で倒れ
てしまいました。その事を聞いて、「自分
は医療者なのどうして健康的な食べ方
を助言しなかったんだろう？私がブ
レーキ役になっていたらその人は倒れ
なかったかもしれない」とすごく後悔し
ました。おいしいから食べてしまうわけ
で、おいしくて食べすぎるそのメカニズ
ムが味覚にあるのなら探究したいとい
う発想になりました。

■研究をもとにテレビ出演依頼も
　最初は向いているな、面白いなという
気持ちで大学に残ったのだけれど、この

で、一浪したことで予備校に通ったり
と、親に迷惑をかけたと後悔していて、
「現役で行くことが一番だよ」と言われ
ていました。元々のんびりな性格だった
のですが、迷惑かけるのはやめようと思
い、頑張り始めました。
　当時一浪することは普通だったので、
何も言われなかったら私もそのパター
ンだったと思うけれど、家庭教師から言
われ続けていたことも後押しだったと
思います。

■高校生にメッセージを
　一言で言うなら、見聞を広げることで
しょうか？視覚障がい者の友達がいる
のですが、「見えない世界ってこうだ」と
知って、サポートの仕方を教えてもらえ
たり、自分と立場が違う人の気持ちがわ
かるような経験をたくさんできるよう
になりました。相手の気持ちを理解でき
るために自分は何をするかという発想
です。これは頭が柔らかい若い時だから
こそできること。いろんな人と出会って
話す機会があることが大切。そういう意
味では障がい者と外国人には出会って
いてほしいと思います。違いがあっても
「同じだなあ」と思う部分はたくさんあ
ります。そして学べることも増えます。

ことがあって、味覚こそ研究しないとだ
めだと思うようになりました。
　第六の味覚の証拠を見つけ、最近の脂
肪の味覚の動向として、鈍感になったら
メタボのリスクが高まるという話をし
たら実験を交えて番組を作りたいとい
うことでNHKのクローズアップ現代、世
界一受けたい授業へ出演をしました。

■現在東京でのお仕事は？
　九州大学勤務時から教授選に応募し
ていて、2020年度から東京歯科大学短
期大学に教授として自分の研究もしな
がら、未来の歯科衛生士の学生に授業を
しています。
　最近口の中の大切さがわかってきて、
高齢者のオーラルフレイル（口の衰え）
は全身の健康状態に関係することで、今
後の歯科衛生士さんたちの活躍が期待
されるところです。私も衛生士さんから
教わるところが沢山あります。

■高校時代は？

　同級生女子でバンドを組みドラム担
当でした。スタジオを借りて練習、文化
祭も出ました。同時に硬式テニスもやっ
ていましたが、どちらも1年間で辞めて、
2年生からは受験勉強に専念。私は手先
の細かい作業が好きだったので親から
歯医者に向いているんじゃないの？と
言われたのがきっかけで地元の九州大
学歯学部を目指しました。当時家庭教師
だった人が一浪して歯学部に行った人

東京歯科大学短期大学　教授　

37 回生　安松 ( 中野 ) 啓子 さん

生活習慣病の原因である過食のメカニズム
　第六の味覚の研究者、
　　そして教育者としての歯科医師

な か のや す ま つ け い こ
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【制作】丘女会広報部：小川訓名（高36）、太田由美子（高32）、米澤一江（高49）　デザイン：藤田明子（高39）

※制作ボランティアスタッフを募集しています。興味のある方は広報スタッフもしくは事務局までご連絡ください。

【編集後記】
・コロナ禍で世界が未曾有の事態の中でも、皆さん生き生きとされていることに、元気をもらいました。取材
のあり方も時代に合わせて大きく変わって、これからも沢山の丘女達に巡り会えそうです。（小川）
・昨年はコロナの影響で発行できず残念でしたが、今回はほとんどテレビ会議の取材やWEBのやり取りで完成。
オンラインの活用で可能性が拡がりこれからが楽しみです。取材対象の方の情報をお待ちしています。（太田）

丘女会のシンボルマーク
おかめ桜の花言葉は「豊か
な教養、善良な教育、しと
やか、理知に富んだ教育」

＜Profile＞
高 20 回生
九州大学文学部仏文学科卒業
1972 年　福岡県庁入庁（民生部社会課）
1991 年　福岡県地方課企画振興係長
2001 年　福岡県国民文化祭室長
2006 年　福岡県介護保険課長
2008 年　福岡県子育て支援課長
2010 年　福岡県庁退職、大野城まどかぴあ

男女平等推進センター所長
2015 年　大野城まどかぴあ退職
2016 年　丘女会会長
2020 年　筑紫丘高校同窓会会長

仕事と子育てどちらも充実感。
どちらかだけだったら
物足りんかったかも

やってできたら面白くなる。
何でも、真面目にしっかり考えて
一生懸命やったらできる気がする

「どうしてできないんだろう」じゃなくて、
「どうしたらできるんだろう」

■今の活動を教えてください
　同窓会会長、大野城市男女共同参画審
議会、介護保険委員会の会長、他にもボ
ランティアとかあるけれど、今は新型コ
ロナでなかなか活動もできていないん
です。
　県庁を退職後、大野城まどかぴあ男女
平等推進センター所長になって、「丘女
会の講演会するからおいで」って誘われ
て行ったのが同窓会とのかかわりの
きっかけでした。その後、丘女会の会長
になり同窓会の理事にもなって、令和2
年に同窓会長に就任しました。
　2027年が創立100周年で大事な時期
なんですが、新型コロナの影響で同窓会
活動も顔を合わせる機会が少ない中、な
んとか今年４月１日、一般財団法人筑紫
丘高等学校奨学財団を設立することが
でき、また、100周年実行委員会設立の
準備ができたのでホッとしています。

■キャリアのことを教えてください
　県庁に入庁して最初は民生部長秘書
で、受付やお茶出しみたいな仕事でし
た。２年後、結婚したので配置転換して
もらい、婦人保護事業とか社会福祉全般
のいろんな仕事をしながら11年。その
間に３人の子どもを産み、子育てしなが
ら仕事も業務量があって結構大変でし
た。その後、いくつかの部署を経て地方
課で初めて係長になりました。男社会で
苦労しましたが、市町村行政を知り、の
ちに国民文化祭を担当した時に大変役
立ちました。

　公務員の夫も同居の義母も「女も勤め
続けたほうがいい」と、仕事に理解があ
りましたが、自分自身は、仕事か子育て
かどちらかを選ばないと両立は難しい
と思っていました。2番目の子どもを産

が首を左にきゅって傾げてしまって上
司に叱られたこともありました。

■今の時代に女性同窓会は時代遅れ？
　男女平等の度合いを示すジェンダー
ギャップ指数で、日本は156か国中120
位。男女格差の解消は大きな課題です。
丘女会は女性活躍、ジェンダー、LGBTな
どの図書を昨年も図書館に寄贈、進路や
生き方の参考になればと「OKAME  
STYLE」を制作しています。男性陣にも
好評ですよ。今年は会長を引き継ぎまし
たが、オンライン講演会も計画されてい
ます。若い人や男性も巻き込んで、男女
関係なく活動できるようになりつつあ
るのではと、希望を持っています。

■高校生にメッセージを
　コロナの時代ではあるけれど、「自分
の枠はこれだ」「自分の殻はこれだ」と思
わないで、いろんなことに限界を決めず
にチャレンジしてほしいと思います。

んで職場復帰するときに、定年まで働く
しかない、と覚悟が定まりました。
　やはり仕事を持つ、仕事をするってすご
く充実感があり、子育て中は大変だったけ
れど、振り返ると大変だったことは忘れ
て、ありがたい時間だったと思います。

■一番印象に残っている仕事は？
　国民文化祭ですね。女性が管理職にな
るのは私の時代はなかなか難しく、福岡
で国民文化祭がなかったら私はなれな
かったかも。文化行政や市町村のまちづ
くりを担当し、福岡の文化資源をまとめ
た本を作ったり、文化団体のこともよく
知っているからいいと思われたのでは。
あとから考えるとこれまでの仕事の集
大成のような気がします。大変なことも
色々あったけれど、面白い仕事をいっぱ
いさせてもらいました。

　与えられた仕事ができないのは嫌だ
し、どうせやるなら「仕事は楽しく、面白
がってやる。嫌々したらだめ」って、後輩
や部下には言っていました。
　私ね、高校３年生の実力試験で数学が
15点だったんです。こりゃいかんなと
思って、数学ができる子の参考書を見て
その参考書で勉強したら、数学が一番得
意になったの。　　　

　「どうしてできないんだろう」って考
えたことがない。私は、天邪鬼だから人
が「右」って言ったら「左」に行きたくな
るんです。批判精神と真面目にやる部分
とが合わさっている感じかな。知事の前
で仕事のやり取りをしていたときに、私

仕事は楽しく面白がって。
 一生懸命やってできたら面白くなる
　歴代初女性会長は令和時代の新リーダー

元福岡県庁職員
筑紫丘高校同窓会第１６代会長

20 回生　原田ゆみ子 さん
は ら だ こ

OKAME STYLE


