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第 109 回生命歯学部卒業式挙行される
新型コロナウィルス集団感染防止のため、東京新潟の両校とも、保護者来賓参加の自粛要請がなされました。
令和になって初めての卒業式ですが、喜ぶ保護者の方々の笑顔を拝見できなかったことに、寂しさは否めませんでした。
本学卒業生が 1 人でも多く歯科医として飛び立てることを、切に願う次第です。

令

和２年３月４日(水)、生命歯学部の卒業式は、規模縮小をしつつも、無事に
終えることができ安堵いたしました。

また当初予定していただいておりました校友会・歯学会入会歓迎会は中止となり、
誠に残念ではありましたが、これも仕方のないことでした。
大学在学中には、多くの先生方に御指導をいただき、更に卒業後は、校友会の先
生方との繋がりを持てることを大変心強く嬉しく思っております。
日本歯科大学第109回卒業生として、そして校友会の一員として、成長していけ
るよう襟を正す思いでございます。
近年、多様化する歯科医療に向けて、真剣に緊張感を持ち、責任
ある歯科医師として、心新たにして参ります。これより第一歩を踏
み出します。まだまだ未熟ではございますが、よろしくお願いいた
します。

学生短信

生命歯学部109回卒

杉山怜央

骨髄バンクのドナー登録者として

僕

は骨髄バンクのドナーに登録しており、現在適合者が見

確かにドナー提供にリスクはありますが、人一人の命が助か

つかり血液検査を終え、選定結果を待っています。最終

りその人とその周りの人の人生が変わる可能性とドナー提供を

候補者になれば骨髄移植を行う予定です。

待つ患者の前でこのデメリットは造作ないことに思います。

友人にこの話をすると自分には到底できないとよく言われま

印象に残っている恩師の言葉があります。
「難しいことだが、

すが、違和感を覚えます。

困って苦しんでいる人に対して、どんな状況でも優しく接し一

小学生の時、母が白血病になりました。お見舞いに行き、顔

緒に問題を解決できれば、その人もきっといつか他の困ってい

を見せると母はいつも泣いていて、見るもの全てが白黒に見え

る人に同じように優しく接することができる。

ると話していました。絶望を感じていたのだと思います。僕も

そしてそういう輪が大きくなればどんなに素敵

悲しくて一緒に泣いていました。しかしその後奇跡的にドナー

なことだろう」と、僕もそう思います。

が見つかり、移植が成功し家に帰ってきた時は家族全員で泣き
ながら喜びました。

生命歯学部５年
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権藤凛太郎

第 109 回新潟生命歯学部卒業式挙行される

卒業を迎えて

令

和２年３月６日（金）、第109回新潟

師になっても十分に活用できるものだと思

生命歯学部卒業式が行われました。

います。社会人・歯科医師としてはまだま

新型コロナウイルスの影響により、例年よ

だ未熟ですが、この学び舎で培ったことを

り閑散とした会場ではありましたが、お世

胸に強く生きていこうと思います。そして

話になった先生や仲間たちと、無事に卒業

これからは、今まで私たちを支えてきてく

式を執り行うことができて大変うれしく思

ださった家族や先生に恩返しができるよ

います。

う、積極的に学び、さらなる研鑽を積み、

この６年間を振り返りますと、楽しかっ

未来の歯科医業に貢献できるような立派な

た思い出とともに、部活動や勉学、実習に

歯科医師になりたいと思っております。６

追われ、辛く苦しい思いをしたことも多く

年間、本当にありがとうご

思い浮かびます。しかし、それも現在の私

ざいました。

たちを形成する重要な糧でした。たくさん
の苦難を仲間たちと励まし合い助け合って
乗り越えてきたというこの自信は、歯科医

冬季歯学体 結団式

新潟生命歯学部109回卒

町田東子

コロナウィルス蔓延のため、残念ながら冬季歯学体は、ラグビーを除いて全て中止となりました

令

和元年度の冬季部門歯科学生総合

ております。しかし、よりよい成績を残す

体育大会結団式が、去る12月16日

ということを目標として努力し、部員を率

（月）
に生命歯学部８階富士見ホールで開催

いて歯学体の一部門に日本歯科大学の名を

されました。
第52回を迎える総合体育大会は、オリ
ンピックの影響で例年と変わり、夏季と冬
季の部門の間で参加する部活に大幅な入れ
替わりが発生しました。
例年とは異なる総合体育大会の日程に対
し、練習日程などで混乱が生じて不安を感
じている部活もあることと存じます。
私も現役の身で柔道部主将を務めさせて
いただいておりますので、変化した環境下
で部員を率いていくことの難しさを承知し

咲かせることは、スポーツを通して全日本
の歯科大学に日本歯科大学の栄誉を掲げる
ことにつながります。
皆で歯学体の総合優勝を目指し、努力し
て参りましょう！それが我々の成長の糧と
なるはずです。
以上、全学生へのエー
ルでした！
生命歯学部４年
冬季歯学体結団式
実行委員長

小林

周
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生命歯学部

アンサンブル部

クリスマスロビーコンサート

アンサンブル部による、クリスマスロビーコンサー
トが昨年12月24日
（火）に、附属病院１階ロビーで
開催されました。

11年目を
迎えました

Program
♪恋
星野

源

♪A Whole New World
ディズニー映画
『アラジン』より

♪すてきなホリデイ
竹内まりや

♪荒野の果てに
クリスマスキャロルより

先輩
こうゆう
20 回

りました。季節外れの海の家、スキーロッジ、

第

護国神社の宿泊施設等々。オフは貸し切り状

封印された
過去

態です。
最後の高座は国試
（当時は記述式）勉強中。
しかも登院実習真っ最中でした。今から考え
ると、のんきな時代ですね。国試合格のため、

半世紀も前の落研の頃

岡

小

重徳（65回）

生のメルアドshikyo@漢字で書くと「歯
鏡」（デンタルミラー）
。実はこれ、今を

去ること半世紀も昔「口腔亭歯鏡」という芸

「学びて時にこれを習う、また悦ばしからずや」
という豊かな時間はあるのでしょうか。
卒後、医師とコラボして「いきいき健口寄席」

「笑気」
（N20ガスのパロディ）というオチケ

ちなみに口腔亭炎症（三遊亭円生）
、口腔亭

ン10周年記念誌に「…年老いてこの小誌を見

印象
（古今亭志ん生）
、口腔亭金歯（三遊亭金

るときの落語の変化に興味を継ぎつつ筆を置

馬）、歯なし家床造（林家正蔵）
、口腔亭嚥下
（三

きたい」などと偉そうなことを書きました。

きた落研（オチケン）の一員だったのです。
部活「オチケン」とは？

館企画展示コーナー」(図書館カウン
ター前)では、今 年度からは各講 座
の先生がお薦めする資料を紹介して
ら、新たに教科書として指定された

を、勉強すなわち「強いてつとむ」ではなく

ています。

そうです、小生日本ではじめて歯学部にで

毎月テーマを決めて行っている「図書

いきます。今月は解剖学第一講座か

というイベントを企画したりして現在に至っ

なかしゃれた芸名の部員もいました。

図書館企画展示コーナー

の歯学生は、本当にお気の毒です。「歯科医学」

くも当時のエンタの神様、月ノ家円鏡師をパ

遊亭円歌）、歯なし家散歯
（桂三枝）等々、なか

東京

貴重な青春期をすり減らさざるを得ない昨今

名を名乗っていたころのなごりです。恐れ多
ロったものでした。

図書館からの
推薦図書

しみじみ思います。人間の本質が変わらず、
落語が大衆と共にある限り、未来は安泰であ
ろう、と。来たるべき人類「ホモ・デウス」
も「笑い」は好きでしょう、きっと。

年に一度の晴れ

図書「解 剖学カラーアトラス第8版 」
(J.W. Rohen他著 医学書院)、
「口腔
顎 顔 面解 剖ノート」(阿 部伸一 他編
学建書院)などを展示しています。

●図書館開館情報
開館情報はQRコードから閲覧くだ
さい。

新潟

「ローマの休日」を観るだけで
英語の基本が身につく
DVDブック
著者：藤田英時

舞台に向け、まずはやりたい演題を決め、台

出版社：アスコム
出版年：2016
請求記号：837.8-F
登録番号：000138906

本を作ります。当時は落語の本とか、テープ
レコーダーからの文字起こしです。もちろん
ビデオ、DVDなどあるはずもありません。最
初は何度も何度も声を上げて読み覚えます。

映画全編を収録したDVD付きで、日

その後教室の壁に向かい、おのおの正座して

本 語と英 語 の字 幕が 付いています。

フリ
（所作）を加え自分の噺にしていきます。

「これは使える」というフレーズを選

さらに部員相互に演じ修正を加え、最後はプ

んで、意味や使い方、関連表現を解

ロである顧問三遊亭好生師に厳しいダメ出し

説しているので、応用がきいて表現
の幅もひろがります。ぜひ楽しみな

を受けます。

がら英会話を学んでください。また、

最初に演じた「湯屋番」は、遊びが過ぎて

同じシリーズで「ふしぎの国のアリス」

勘当になった脳天気な若旦那が、銭湯に就職

もありますのでご利用ください。

しようとするネタです。当然彼は番台が希望
部署で、妄想のあげく番台から転落するとい

●図書館開館情報

うオチになります。10分程度の噺でしたが、

・平日

9：00 〜 20：00

およそ300回は練習したでしょうか。合宿もあ

・土曜日

10：00 〜 17：00
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国家試験体験記

クリスマスライブ

費しやすいので、極力
範囲を限定してまとめ

私

は第112回歯科医師国家試験に合

ました。自分のノート

格し、日本歯科大学新潟病院で臨

を作りたいのであれば、

床研修医として働きはじめました。国家

６年になる前にやって

試験にむけて、広範囲でどう勉強したら

おくことをオススメし

いいか悩んでいる方も多いかと思いま

ます。また、どうして

す。ここでは、私が１年間、具体的にど

も暗記が必要な部分は、

う勉強してきたかをお話させていただき

スマホを活用していつ

ます。これから国家試験を受験される皆

でも見て覚えられるようにしました。暗

様に少しでも参考になれば幸いです。

記するものができるだけ少なくなるよう、

新潟病院
臨床研修歯科医

渡辺有理

（108回）

まず一つ目に、授業を大切にし、１回

共通点や理屈があるものは理解するよう

の授業の範囲を理解しきるつもりで受け

にした方が覚えやすいです。２, ３年の

ました。私のやり方は、６年の授業プリ

基礎科目はやり直す時間も授業も少ない

ントをベースに先生が解説したところ、

ので、何から手をつけたらいいか分から

プラスαで話してくれたことを必ずメモ

ない方は基礎科目の勉強からはじめるこ

するようにしました。定期試験前には、

とをオススメします。

令

和元年12月15日(日)に軽音楽部、PMA部合
同のクリスマスライブを開催しました。試験

や実習で忙しい中でしたが、それぞれ時間を見つけ
て練習し、素晴らしいライブを作り上げることがで
きました。
今年は例年よりも入部者が多く、新入生の活気あ
ふれる演奏に圧倒され、自分たちが一年生のころの

今までの授業プリントのすべてを毎回読

ここまで私の具体的な勉強法をお話し

み直し、問題も解き直しました。そうやっ

ましたが、自分に合ったやり方は人それ

て何度も見直すうちに、考え方や流れが

ぞれ違います。一つ言えることは、自分

た今年は引退される先輩が多く、寂しさを感じます

定着するようになりました。同じ範囲で

が信じて勉強するものを一つ決め、突き

が、同時に学年の垣根を超えた絆を感じることがで

再度授業がある場合は、そこに付け足し

詰めていくことが大事ということです。

きました。この関係は部活動のみならず、勉学の面

ていきます。そうすると、まとめなくて

周りを見て焦ることも多いと思います

においても非常に有意義なものであり、大切にし

も授業プリントが自然と私のノートにな

が、自分がここまで来ることができたの

ていきたいと思いました。最後に

りました。

は、自分のやり方が間違っていなかった

当日足を運んでいただいた同級生、

からだと、自信を持って頑張ってくださ

友人、先輩、OBの先生にはこの場

つぎに、授業や教科書でも理解するの
が難しいところだけ自分でまとめるよう

い。応援しています。

をお借りして感謝申し上げます。

にしました。まとめる作業は時間を浪

診療室での物語
カルテ No.24

ボランティア

八王子市開業

藤橋

（66回）

修

ことを思い出し、懐かしい気持ちになりました。ま

新潟生命歯学部３年

三尾久典

ました。特別な技術も知識も無く、

陶材を使った治療が多く、インプ

てありました。私の話すことを熱心

仕事も休めないので最初は断って

ラントも普通に行われていまし

に聴き、質問も多く少しは役に立

いました。知らない国に一人で行

た。しかし予防や歯周病などメイ

てたのかと思い、嬉しかったです。

くことの不安が一番の理由でし

ンテナンスの考え方は進んでいま

この経験で、日々の単調な生活

た。何度も頼まれ、中国の歯科事

せん。歯科衛生士はいなくて、看

から脱出し世界が色々と広がり

情にも興味がありましたので、結

護師が衛生士の代わりをしていま

ました。コロナの状況が心配です

局行くことにしました。

した。面白いことに受付には治療

が、これからもチャンスがあれば

の評価をする５つのボタンが置い

続けていきたいと思っています。

場所は普通の日本人は行かない
ような江西省でした。唯一有名な
場所は景徳鎮がありますが、そこ
からも３時間程かかります。３か

私

の診療所に中国残留孤児が

月毎に１週間の訪中が１年半程続

来院し、初回は通訳の人が

きました。今となっては楽しく貴

一緒に来ましたが、それ以後意志

重な経験になっています。こんな

の疎通がうまくいかなくなり、独

地方都市でも建築ラッシュはすご

学で治療に必要な中国語を覚えて

く、高層マンションが立ち並んで

対応していました。ある時、別の

いました。

中国の方が中国にいる親を呼んで

そこの病院は非常に大きい総合

治療に来ました。日本の普通の治

病院でした。専用の通訳も付いて

療をしただけなのですが、気に入

地方テレビのインタビューを受け

られ、中国の病院に来て日本の技

講演を行いました。

術を教えてほしいとの依頼をうけ

校友の

歴史の重さ

手渡して

補綴物はすべて自費であるため

頼むぞ後輩

母校の未来
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