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校舎の繁華　たらしめて　友と繋がる　校友会　歯車廻す　同志たち　学びを分かつ　歯学会

先日、２年に１度の歯科
医師届出票の提出依頼

があった。久々の記入に少々
戸惑いながら、帰省が許され
ない今回のコロナ禍で得ら
れた「貴重なひとりの時間」
を使って、以前の自分を振り
返ってみた。 
歯科医師としての生活は

1999年に始まった。学部か
ら大学院、助手、講師と慣れ
親しみ過ごしていた千代田区
富士見町の生活から2008年
に新潟歯学部（当時）のスタッ
フとなった。今では東京校に
勤務していたことがまるでな
かったかのように新潟の生活
が長くなり、多くの親しみや
すい先生方に刺激を受け、充
実した毎日を過ごす反面、飯
田橋で御指導していただいた
先生方や数少ない友人達とは
疎遠になってしまった。多忙
を理由にこちらから連絡も挨

拶もせずに時が流れてしまっ
たが、元気にしておられるこ
とを望む。 
新潟到着の春の空模様は

曇天だった。御挨拶代わり
だったのだろうか、この地
では珍しくもない霰の嵐だっ
たことを思い出す。揺られる
タクシーの中、降りそそぐ無
数の乾いた音が奏でるドラ
ムロールにいささか慄きな
がら、病院入口のロータリー
に到着した記憶が甦った。 
また、その年の冬の新潟

市中央区は27年ぶりの大雪
で、十二分に冬の神々に歓
迎された。年甲斐もなく、「雪
ですね！」と喜んでいたら、
現在は引退されたベテラン
の臨床検査技師さんに「雪
が原因で毎年亡くなってい
る人がいるんだから、雪見
て笑っちゃダメ！」と怒ら
れたことが懐かしい。とあ
る冬の季節の記憶を辿ると、
浜浦キャンパスの中原市五
郎先生の御姿が
わからなくな
るほどの積雪量
で、学生数人の
力を借りて降雪
が緩んだ放課後
を見計らって救
助活動に勤しん
だこともあった
（写真参照）。

東京校では大学院時代か
らマウスを用いての動物実験
と学生教育が主体で、実験
データ、とか識別指数、な
どという言葉が飛び交って
いた。現在、自分の机上に
は１台の光学顕微鏡があり、
各診療科から届けられる生
検組織から作製されたガラ
ス標本を保管する木製トレ
イ（マッペ）の山に取り囲ま
れている。明らかに生活環
境で激変したことは、業務
の主軸が病理診断になった
ことである。上皮性異形成、
扁平上皮癌、Warthin腫瘍、
天疱瘡、エナメル上皮腫…
既に歯科医師免許を取得し、
地域医療に貢献なされてい
る先生方はもちろん、病院
の補綴学・保存学系統の医
局や理工学や生化学等の基
礎系講座に勤務なされてい
る先生方にはとても懐かし
い、いや、忌々しい響きの
単語の数々ではなかろうか。

現在、正に勉学
に励む３年生
は言うまでもな
く、今このコラ
ムを読んでいる
今後専門的に
病理学を履修
する１、２年生
のあなたも、組
織像とその特徴

（所見）の理解、記憶に悪戦
苦闘することだろう（でも、
きっと乗り越えられるから
大丈夫）。 
病理医は、診療室で医療

行為を行う臨床の先生方と
は異なり、患者さんに直接
お会いする機会はほとんど
ない。だからといって患者
さんの心情を考慮していな
い病理医はいない。臨床の
先生方と同様に、患者さん
の不安を一刻も早く払拭す
るために、ガラス標本を顕
微鏡のステージにセットし
た瞬間から病理診断という、
いわば疾患との深閑とした
空間の中での対話が始まる。
組織学で習得した正常な細
胞や組織の形態からいかに
かけ離れた状態（異型）となっ
ているのか、細胞や組織の
微細な変化を観察し、的確
に診断名を決定することは、
今後の治療計画を左右する
重要な役割といえる。各分
野の医師間の連携から生ま
れるチーム医療の重要性が
求められている昨今、その
一部を担い、病理診断に携
わる我々も日々研鑚を積む
ことを止めない。 
全国で活躍する160余名の

口腔病理専門医のひとりと
して、今後も迅速かつ正確
な診断を心掛けていきたい。 

新入生の皆さん、ご
入学おめでとうござい
ます。硬式庭球部は男
子９人、女子５人の計
14人が在籍しています。
昨年度は新型コロナウイ
ルスの影響により、部
活動だけではなく合同合宿や大会などさまざまな行事が中
止となってしまいました。普段は、夏の歯学体で一つでも
良い成績が残せるように部員一丸となって練習に励んでい
ます。練習は学内コートで月・水・土の週に３回行ってい
るほか、新潟市の大会への参加、いろいろな大学と練習試
合を含めた交流などもしています。
硬式庭球部には、テニスを習っていた人から大学で初
めてラケットを握った人まで、いろいろな先輩が在籍し
ています。もちろん、道具を持っていない人でも大歓迎
です。また大学のコートは４面もあり、屋外の活動とな
ります。従って、三密になりにくい状況でテニスができ、

とても安心です。
生涯スポーツとも言われるテニス

は、大学を卒業した後もずっと続け
ていけるスポーツです。新型コロナ
ウイルスで不安や不満が溜まってい
ませんか？ ぜひこの機会にテニスを
始めて、ボールと一緒にコロナに打
ち勝ちましょう！ 皆さんのご連絡、
お待ちしております。 

生命歯学部硬式テニス部は現在38人が在籍しており、
火曜日と木曜日は小岩で、土曜日と日曜日は東小金井でト
レーニングや基礎練習、ゲーム形式など日々上達を目指し
て活動しています。最近では全日本歯科学生総合体育大会
で女子優勝、男子５位、総合２位に入賞することができま
した。ほかにも５月に行われる新潟校との合同合宿などさ
まざまな楽しいイベントがあります。 
硬式テニス部は明るく優しい先輩方が多く、部活動以

外にも集まる機会があり、部員全体が仲が良いのが特
徴の１つです。 
現在は新型コロナウイルスの影響

により部活動が行えない状況です
が、再開が可能になりましたら、多
くのOB・OGの先生方に支えていた
だきながら部活に励んでいきます。 
経験者、未経験者大歓迎ですので、

新入生の入部を硬式テニス部一同楽
しみにしています。 

校友の　歴史の重さ　手渡して　頼むぞ後輩　母校の未来　　 伝統を　守ってゆきます　我々も　富士見・浜浦　熱き心で

クラブ
紹介 硬式テニス部

生命歯学部３年
久保田 哲廣

新潟生命歯学部３年

香村 知宏

生命歯学部新潟生命歯学部

図書館からの
推薦図書

東京 新潟

『新十二歯考　十二支でめぐる歯の比較解剖学』  
著者：田畑 純
出版社：医歯薬出版 出版年月：2020/6  
請求記号：D.04/O 81 登録番号：100037577 
動物の歯の特徴を、頭蓋骨や組織標本写真を用いて紹介する本書。歯科
学、形態学、解剖学、発生学などの視点から、歯の構造の多様性や発生
の仕組みがわかりやすく解説されています。干支に関わる１２匹の動物を
順に紹介しているので、身近に感じ手に取ってみたくなる一冊です。

●図書館開館情報
開館情報はQRコードから閲覧ください。

『新型コロナ7つの謎』 (BLUE BACKS B2156)
著者：宮坂 昌之
出版社：講談社　　　　　　　出版年：2020
請求記号：408-K-2156　　　登録番号：000139444
新型コロナについて免疫学の第一人者である著者が丁寧に解説した書籍です。山中
伸弥教授も「新型コロナウイルスを正しく知ることが今最も重要なことで、最新の科
学データを元に書かれた本書はその手助けをしてくれるでしょう」と推薦しています。
ブルーバックスらしくわかりやすいので「読むワクチン」としてぜひ読んでみてください。 

●図書館開館情報
平日　9：00 ～17：00　　土曜日　終日閉館
貸出・返却・閲覧のみの利用になり、学習は禁止です。
利用は在校生、大学院生、卒業生、職員までとなります。

コロナを吹っ飛ばせ！ークラブ活動の現場からー

診療室での物語

カルテNo.27

疾患との
静寂なる対話

新潟生命歯学部
病理学講座
柬理 賴亮
（87回）

雪の中の中原市五郎先生 
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私は第113回歯科医師国家試験に合
格し、現在は日本歯科大学新潟病

院で臨床研修歯科医師として勤務してい
ます。私の国家試験に向けた勉強法をお
伝えすることで、皆さんのお役に立つこ
とができれば幸いです。 
私が国家試験に向けて本格的に勉強を

始めたのは５年生になってからです。５
年生になると、病院での臨床見学・実地
研修が始まります。日々の登院で臨床現
場を学び、放課後や休日は国家試験15
年分の過去問題集を１周しました。国家
試験の過去問題集はただ解くのではな
く、正解でも不正解でも、わからなかっ
たことや知らなかったことをノートにま
とめ、知識を増やすために用いました。
また、解いている際に間違った問題には
付箋を貼り、いつでも見直せるようにし

ました。付箋はもう１度解いたときに正
解できたらはがす、間違ったらそのまま
貼っておくというルールを作りました。 
６年生になると国家試験に向けた授業

が始まります。私は６年生の５月までに
国家試験の過去問題集の２周目を行い、
それ以降は授業中心の学習にシフトしま
した。授業中のスライドや先生が講義を
しているなかで大事そうなところをノー
トにまとめ、授業でおこなった問題を自
分が納得できるまで何度も解きなおしま
した。 
また、学内試験や模試を受けていくな

かで、苦手な科目と得意な科目がはっき
りしてきました。私は基礎系の科目が苦
手で、小児歯科学やクラウンブリッジ補
綴学、歯内療法学は得意な方でした。６
年生の一人一人に割り振られるメンター
の先生と話し合うなかで、苦手分野を伸

ばすことももちろん大
切です。得意分野を伸
ばすことで、試験中に
焦っていても１回落ち着
けるということに気づき
ました。そこで、余裕
をもって試験に挑むた
めに得意分野をより伸
ばしていきました。 
以上が私の国家試験に向けての勉強法

でしたが、いま思えば５年生からの勉強
では若干遅く、４年生の時から国家試験
の過去問題集を解いておけば良かった
と、少しだけ後悔しています。 
勉強の仕方は人それぞれなので、早め

に自分の勉強スタイルを確立させること
が一番重要だと思います。 
皆さんの国家試験合格を心からお祈り

しています。 

趣味についての原稿依頼をいただきま
した。本部役員として20年ほど、会

務を優先し、趣味についての言及は避けて
きました。ご時世でもあり、古希も過ぎまし
たので掻い摘んで書きます。 
バブルの最中に15年ほど４輪レースをやっ

ていました。開業も落ち着いた1984年初
春、地元の62回卒の先輩から富士の走行ラ
イセンス講習会のお誘いがありました。車好
きでもあるので４輪の基本的な挙動を体感
するために参加しました。ＪＡＦのＡ級ライセ
ンス取得にもお付き合いし、夏には富士の

フレッシュマンレースに
応募。ＤＲ30スカイライ
ンで順調に経験を積み、
冬には同クラスの公式
コースレコードも記録し
ました。 
翌年にはレイトンハウ

スチームからの参戦に
誘われ、国内最高峰レー
ス(ＧＣとＦ２)の前座シ
リーズにステップアップ
しました。富士の直線は長く、時速270㎞
程度になります。ボンネットが開いて屋根ま
で被さり前が見えなくなったり、前輪が両
方同時に外れてハンドルとブレーキが死に、
停車するまで何も為す術がなかったりと、
危ない目にも遭いました。 
ほぼ、仕事に役立たない趣味にもかかわ

らず、大怪我するか金欠になるか以外にや
められないと言われた魔力で、98年まで続
けてしまいました。 
車両や装備に無駄な出費をせず、極力時

間をかけずに実生活を優先。それでも予選

上位を狙うには工夫が要ります。93年には
チームにお願いし、規則上限まで車輪サイ
ズを上げ、初レース以来同じＦＪ20エンジン
の古い車両でも競争力を保つようにしまし
た。ポールポジションを獲得した30分程度
のレース内容は中継録画「炎の最終ラップ」
としてTV全国放映されました。94年には日
本ＧＴ選手権のドライバーに誘われ、ＧＴ
300クラスで２位の表彰台に上り、本格参戦
に区切りを打ちました。 
思わぬ充実の15年間の切っ掛けをいただい

た校友の先輩にはあらためて感謝しています。
2020年は本来であれば、登院するは

ずだった前期がWeb授業になり、登
院は後期に圧縮されて実施されるというイ
レギュラーな日程となりました。 
前期はWeb授業を受講して授業ごとに

提示された課題に取り組
むという無機質な繰り返
しに加え、外出を思うよ
うにできず１日のほとんど
を自宅で過ごさなければ
ならなかったため、モチ
ベーションを維持するの

がとても難しい日々でした。そのため、家
でできる運動を行ったり、外食に行けな
い分、普段よりも凝った料理を作るなどし
て生活にメリハリをつけつつ、気分転換を
していました。 
新潟生命歯学部では諸先生方のご尽力に

より、後期から登院をすることができるよう
になりました。臨床の場で先生方からさま
ざまな知識や技能、考え方を学ばせていた
だけるのがとてもありがたく、臨床実習の
意義を例年以上に実感できたと思います。 
一方で、例年との違いに苦しめられる１

年でもありました。感染対策の強化、後
期に登院が圧縮されたために生じる大幅
な日程変更、いつ登院が停止になるか分
からない不安など、挙げ始めれば際限が
ありません。 
臨床実習は国家試験を突破する上でも、

一人前の歯科医師になる上でも、大きな
意味があるものだと思います。少しでも多
くのことを学べるように、自分が医療に携
わっているのだという自覚を持って、病院
や私生活の中で感染対策を徹底していき
たいと思います。   

青森県日本歯科大学校友会は昭和24年
５月に新生校友会設立を要請され、

第一回新生青森県日本歯科大学校友会を浅
虫温泉で開催し、発足いたしました。その
当時の会員数は37名で、交通機関の発達を
考えれば会員同士が集まることは非常に大
変だったと推察しております。現在は青森
県校友会会員の総数は70名で、男性61名、
女性９名の構成です。 
本会活動について、毎年１月には新年会、

６月には青森県校友会総会を開催しており、
歯学会から講師をお招きして学術講演会を
開催、また、校友会本部より役員の先生に
ご出席をいただき、最近の大学や校友会の
事情などのご講話を頂戴しております。そし
て懇親会では遠方にお住いでなかなかお目
にかかれない先生方との交流を深め、学生
時代を互いに懐かしみ、更に最新の情報な
どを交換しつつ良い時間を過ごしております。 
東北地区６県の校友会では、毎年秋に各
県の持ち回りで校友会東北地区会員大会が
開催されます。普段お会いできない先生方

との親交を深めることも楽しみのひとつです。 
新型コロナウイルスの感染拡大が収まら

ず、早や１年が過ぎ去ろうとしております。
大学教職員の皆様、在学生の皆様も大変苦
しい月日を過ごされていることとお察しいた
します。ワクチンの接種が３月ころより、よ
うやく始まるとのことです。時勢が快方へ
と向かい、在学生の皆様には学生同士が直
接交流できるようになり、学問や研究、多
くの体験を積み重ねることができ、心から
の友をたくさん作ることができる生活を少し
でも早くと祈っております。 
日本は高齢化が進み超高齢社会になりま

したが、我が校友会も御多分に漏れず高
齢化が進んでまいりました。若い先生方が
校友会へ入会されまして、そのお力を会で
発揮してくださいますように切にお願い申し
上げます。現在青森県出身の在校生が８名
程おられると聞いております。本会にご興
味のおありの方や来青されました折には、
ぜひご連絡くださいますようお願いいたし
ます。

日本歯科大学校友会
相談役

青柳 裕易 （69回）

こうゆう先輩
第23回

仕事に役立たない
趣味の一例 

国家試験体験記

新潟病院
臨床研修歯科医 

櫻木 健太
（109回）

当たり前と臨床実習のありがたさ 

        地区別校友会紹介

専務理事　玉山元厚 （86回） 
青葉歯科医院　017－782－1378

学 生 短信

青森

Q. 写真の歯科器具は何に使うでしょう？

KOYU Quizの答え
メジャリングデバイス：補綴装置
の厚みを計測する際に使用します。
写真の右側が測定部で左側に目盛
がついています。測定部で補綴装
置を挟むことにより厚みが計測で
きます。

青森県校友会
会長　近藤麿史 （65回） 
近藤医院歯科　0175－64－2645

令和２年12月９日（水）、新潟生命歯学
部講堂において、６年生を対象に「校友
会・歯学会入会オリエンテーション」が
開催されました。74名の６年生が参加し、
はじめに佐藤聡教務部長より、国家試験
に向けての心構えと激励がありました。
次いで将来の活躍のために校友会にぜひ
入会して欲しいとの話があり、校友会お
よび歯学会の概要が説明されると、6年
生は熱心に聞き入っていました。最後に
希望者には入会申込書に記入してもらい、
入会オリエンテーションが終了しました。
出席者全員が入会希望でした。 

生命歯学部は２月２日（火）に校友会・
歯学会入会オリエンテーションを予定し
ておりましたが、 緊急事態宣言中のため、
対面による開催が叶わず、 五十嵐学生部
長よりリモートで開催いたしました。

日時：令和２年12月９日（水）12：15 ～ 
場所：新潟生命歯学部講堂 

新潟生命歯学部

生命歯学部
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私は第113回歯科医師国家試験に合
格し、現在は日本歯科大学新潟病

院で臨床研修歯科医師として勤務してい
ます。私の国家試験に向けた勉強法をお
伝えすることで、皆さんのお役に立つこ
とができれば幸いです。 
私が国家試験に向けて本格的に勉強を
始めたのは５年生になってからです。５
年生になると、病院での臨床見学・実地
研修が始まります。日々の登院で臨床現
場を学び、放課後や休日は国家試験15
年分の過去問題集を１周しました。国家
試験の過去問題集はただ解くのではな
く、正解でも不正解でも、わからなかっ
たことや知らなかったことをノートにま
とめ、知識を増やすために用いました。
また、解いている際に間違った問題には
付箋を貼り、いつでも見直せるようにし

ました。付箋はもう１度解いたときに正
解できたらはがす、間違ったらそのまま
貼っておくというルールを作りました。 
６年生になると国家試験に向けた授業

が始まります。私は６年生の５月までに
国家試験の過去問題集の２周目を行い、
それ以降は授業中心の学習にシフトしま
した。授業中のスライドや先生が講義を
しているなかで大事そうなところをノー
トにまとめ、授業でおこなった問題を自
分が納得できるまで何度も解きなおしま
した。 
また、学内試験や模試を受けていくな

かで、苦手な科目と得意な科目がはっき
りしてきました。私は基礎系の科目が苦
手で、小児歯科学やクラウンブリッジ補
綴学、歯内療法学は得意な方でした。６
年生の一人一人に割り振られるメンター
の先生と話し合うなかで、苦手分野を伸

ばすことももちろん大
切です。得意分野を伸
ばすことで、試験中に
焦っていても１回落ち着
けるということに気づき
ました。そこで、余裕
をもって試験に挑むた
めに得意分野をより伸
ばしていきました。 
以上が私の国家試験に向けての勉強法

でしたが、いま思えば５年生からの勉強
では若干遅く、４年生の時から国家試験
の過去問題集を解いておけば良かった
と、少しだけ後悔しています。 
勉強の仕方は人それぞれなので、早め

に自分の勉強スタイルを確立させること
が一番重要だと思います。 
皆さんの国家試験合格を心からお祈り

しています。 

趣味についての原稿依頼をいただきま
した。本部役員として20年ほど、会

務を優先し、趣味についての言及は避けて
きました。ご時世でもあり、古希も過ぎまし
たので掻い摘んで書きます。 
バブルの最中に15年ほど４輪レースをやっ

ていました。開業も落ち着いた1984年初
春、地元の62回卒の先輩から富士の走行ラ
イセンス講習会のお誘いがありました。車好
きでもあるので４輪の基本的な挙動を体感
するために参加しました。ＪＡＦのＡ級ライセ
ンス取得にもお付き合いし、夏には富士の

フレッシュマンレースに
応募。ＤＲ30スカイライ
ンで順調に経験を積み、
冬には同クラスの公式
コースレコードも記録し
ました。 
翌年にはレイトンハウ

スチームからの参戦に
誘われ、国内最高峰レー
ス(ＧＣとＦ２)の前座シ
リーズにステップアップ
しました。富士の直線は長く、時速270㎞
程度になります。ボンネットが開いて屋根ま
で被さり前が見えなくなったり、前輪が両
方同時に外れてハンドルとブレーキが死に、
停車するまで何も為す術がなかったりと、
危ない目にも遭いました。 
ほぼ、仕事に役立たない趣味にもかかわ

らず、大怪我するか金欠になるか以外にや
められないと言われた魔力で、98年まで続
けてしまいました。 
車両や装備に無駄な出費をせず、極力時

間をかけずに実生活を優先。それでも予選

上位を狙うには工夫が要ります。93年には
チームにお願いし、規則上限まで車輪サイ
ズを上げ、初レース以来同じＦＪ20エンジン
の古い車両でも競争力を保つようにしまし
た。ポールポジションを獲得した30分程度
のレース内容は中継録画「炎の最終ラップ」
としてTV全国放映されました。94年には日
本ＧＴ選手権のドライバーに誘われ、ＧＴ
300クラスで２位の表彰台に上り、本格参戦
に区切りを打ちました。 
思わぬ充実の15年間の切っ掛けをいただい

た校友の先輩にはあらためて感謝しています。
2020年は本来であれば、登院するは

ずだった前期がWeb授業になり、登
院は後期に圧縮されて実施されるというイ
レギュラーな日程となりました。 
前期はWeb授業を受講して授業ごとに

提示された課題に取り組
むという無機質な繰り返
しに加え、外出を思うよ
うにできず１日のほとんど
を自宅で過ごさなければ
ならなかったため、モチ
ベーションを維持するの

がとても難しい日々でした。そのため、家
でできる運動を行ったり、外食に行けな
い分、普段よりも凝った料理を作るなどし
て生活にメリハリをつけつつ、気分転換を
していました。 
新潟生命歯学部では諸先生方のご尽力に

より、後期から登院をすることができるよう
になりました。臨床の場で先生方からさま
ざまな知識や技能、考え方を学ばせていた
だけるのがとてもありがたく、臨床実習の
意義を例年以上に実感できたと思います。 
一方で、例年との違いに苦しめられる１

年でもありました。感染対策の強化、後
期に登院が圧縮されたために生じる大幅
な日程変更、いつ登院が停止になるか分
からない不安など、挙げ始めれば際限が
ありません。 
臨床実習は国家試験を突破する上でも、

一人前の歯科医師になる上でも、大きな
意味があるものだと思います。少しでも多
くのことを学べるように、自分が医療に携
わっているのだという自覚を持って、病院
や私生活の中で感染対策を徹底していき
たいと思います。   

青森県日本歯科大学校友会は昭和24年
５月に新生校友会設立を要請され、

第一回新生青森県日本歯科大学校友会を浅
虫温泉で開催し、発足いたしました。その
当時の会員数は37名で、交通機関の発達を
考えれば会員同士が集まることは非常に大
変だったと推察しております。現在は青森
県校友会会員の総数は70名で、男性61名、
女性９名の構成です。 
本会活動について、毎年１月には新年会、

６月には青森県校友会総会を開催しており、
歯学会から講師をお招きして学術講演会を
開催、また、校友会本部より役員の先生に
ご出席をいただき、最近の大学や校友会の
事情などのご講話を頂戴しております。そし
て懇親会では遠方にお住いでなかなかお目
にかかれない先生方との交流を深め、学生
時代を互いに懐かしみ、更に最新の情報な
どを交換しつつ良い時間を過ごしております。 
東北地区６県の校友会では、毎年秋に各

県の持ち回りで校友会東北地区会員大会が
開催されます。普段お会いできない先生方

との親交を深めることも楽しみのひとつです。 
新型コロナウイルスの感染拡大が収まら

ず、早や１年が過ぎ去ろうとしております。
大学教職員の皆様、在学生の皆様も大変苦
しい月日を過ごされていることとお察しいた
します。ワクチンの接種が３月ころより、よ
うやく始まるとのことです。時勢が快方へ
と向かい、在学生の皆様には学生同士が直
接交流できるようになり、学問や研究、多
くの体験を積み重ねることができ、心から
の友をたくさん作ることができる生活を少し
でも早くと祈っております。 
日本は高齢化が進み超高齢社会になりま

したが、我が校友会も御多分に漏れず高
齢化が進んでまいりました。若い先生方が
校友会へ入会されまして、そのお力を会で
発揮してくださいますように切にお願い申し
上げます。現在青森県出身の在校生が８名
程おられると聞いております。本会にご興
味のおありの方や来青されました折には、
ぜひご連絡くださいますようお願いいたし
ます。

日本歯科大学校友会
相談役

青柳 裕易 （69回）

こうゆう先輩
第23回

仕事に役立たない
趣味の一例 

国家試験体験記

新潟病院
臨床研修歯科医 

櫻木 健太
（109回）

当たり前と臨床実習のありがたさ 

        地区別校友会紹介

専務理事　玉山元厚 （86回） 
青葉歯科医院　017－782－1378

学 生 短信

青森

Q. 写真の歯科器具は何に使うでしょう？

KOYU Quizの答え
メジャリングデバイス：補綴装置
の厚みを計測する際に使用します。
写真の右側が測定部で左側に目盛
がついています。測定部で補綴装
置を挟むことにより厚みが計測で
きます。

青森県校友会
会長　近藤麿史 （65回） 
近藤医院歯科　0175－64－2645

令和２年12月９日（水）、新潟生命歯学
部講堂において、６年生を対象に「校友
会・歯学会入会オリエンテーション」が
開催されました。74名の６年生が参加し、
はじめに佐藤聡教務部長より、国家試験
に向けての心構えと激励がありました。
次いで将来の活躍のために校友会にぜひ
入会して欲しいとの話があり、校友会お
よび歯学会の概要が説明されると、6年
生は熱心に聞き入っていました。最後に
希望者には入会申込書に記入してもらい、
入会オリエンテーションが終了しました。
出席者全員が入会希望でした。 

生命歯学部は２月２日（火）に校友会・
歯学会入会オリエンテーションを予定し
ておりましたが、 緊急事態宣言中のため、
対面による開催が叶わず、 五十嵐学生部
長よりリモートで開催いたしました。

日時：令和２年12月９日（水）12：15 ～ 
場所：新潟生命歯学部講堂 

新潟生命歯学部

生命歯学部

校友会・歯学会入会
オリエンテーション

新潟生命歯学部５年
田中 雄祐

Koyu-times_33.indd   3-4Koyu-times_33.indd   3-4 2021/03/24   11:072021/03/24   11:07



4 1

2021年４月１日発行　発行人：近藤勝洪　編集人：倉治　隆

発行：日本歯科大学校友会　日本歯科大学生命歯学部100周年記念館2F　TEL.03-3261-8971　FAX.03-3264-8745
URL　http：//www.koyu-ndu.gr.jp/

2021 Apr.   no.33

日本歯科大学校友会

2021 Apr.  no.33

校舎の繁華　たらしめて　友と繋がる　校友会　歯車廻す　同志たち　学びを分かつ　歯学会

先日、２年に１度の歯科
医師届出票の提出依頼

があった。久々の記入に少々
戸惑いながら、帰省が許され
ない今回のコロナ禍で得ら
れた「貴重なひとりの時間」
を使って、以前の自分を振り
返ってみた。 
歯科医師としての生活は
1999年に始まった。学部か
ら大学院、助手、講師と慣れ
親しみ過ごしていた千代田区
富士見町の生活から2008年
に新潟歯学部（当時）のスタッ
フとなった。今では東京校に
勤務していたことがまるでな
かったかのように新潟の生活
が長くなり、多くの親しみや
すい先生方に刺激を受け、充
実した毎日を過ごす反面、飯
田橋で御指導していただいた
先生方や数少ない友人達とは
疎遠になってしまった。多忙
を理由にこちらから連絡も挨

拶もせずに時が流れてしまっ
たが、元気にしておられるこ
とを望む。 
新潟到着の春の空模様は

曇天だった。御挨拶代わり
だったのだろうか、この地
では珍しくもない霰の嵐だっ
たことを思い出す。揺られる
タクシーの中、降りそそぐ無
数の乾いた音が奏でるドラ
ムロールにいささか慄きな
がら、病院入口のロータリー
に到着した記憶が甦った。 
また、その年の冬の新潟

市中央区は27年ぶりの大雪
で、十二分に冬の神々に歓
迎された。年甲斐もなく、「雪
ですね！」と喜んでいたら、
現在は引退されたベテラン
の臨床検査技師さんに「雪
が原因で毎年亡くなってい
る人がいるんだから、雪見
て笑っちゃダメ！」と怒ら
れたことが懐かしい。とあ
る冬の季節の記憶を辿ると、
浜浦キャンパスの中原市五
郎先生の御姿が
わからなくな
るほどの積雪量
で、学生数人の
力を借りて降雪
が緩んだ放課後
を見計らって救
助活動に勤しん
だこともあった
（写真参照）。

東京校では大学院時代か
らマウスを用いての動物実験
と学生教育が主体で、実験
データ、とか識別指数、な
どという言葉が飛び交って
いた。現在、自分の机上に
は１台の光学顕微鏡があり、
各診療科から届けられる生
検組織から作製されたガラ
ス標本を保管する木製トレ
イ（マッペ）の山に取り囲ま
れている。明らかに生活環
境で激変したことは、業務
の主軸が病理診断になった
ことである。上皮性異形成、
扁平上皮癌、Warthin腫瘍、
天疱瘡、エナメル上皮腫…
既に歯科医師免許を取得し、
地域医療に貢献なされてい
る先生方はもちろん、病院
の補綴学・保存学系統の医
局や理工学や生化学等の基
礎系講座に勤務なされてい
る先生方にはとても懐かし
い、いや、忌々しい響きの
単語の数々ではなかろうか。

現在、正に勉学
に励む３年生
は言うまでもな
く、今このコラ
ムを読んでいる
今後専門的に
病理学を履修
する１、２年生
のあなたも、組
織像とその特徴

（所見）の理解、記憶に悪戦
苦闘することだろう（でも、
きっと乗り越えられるから
大丈夫）。 
病理医は、診療室で医療

行為を行う臨床の先生方と
は異なり、患者さんに直接
お会いする機会はほとんど
ない。だからといって患者
さんの心情を考慮していな
い病理医はいない。臨床の
先生方と同様に、患者さん
の不安を一刻も早く払拭す
るために、ガラス標本を顕
微鏡のステージにセットし
た瞬間から病理診断という、
いわば疾患との深閑とした
空間の中での対話が始まる。
組織学で習得した正常な細
胞や組織の形態からいかに
かけ離れた状態（異型）となっ
ているのか、細胞や組織の
微細な変化を観察し、的確
に診断名を決定することは、
今後の治療計画を左右する
重要な役割といえる。各分
野の医師間の連携から生ま
れるチーム医療の重要性が
求められている昨今、その
一部を担い、病理診断に携
わる我々も日々研鑚を積む
ことを止めない。 
全国で活躍する160余名の

口腔病理専門医のひとりと
して、今後も迅速かつ正確
な診断を心掛けていきたい。 

新入生の皆さん、ご
入学おめでとうござい
ます。硬式庭球部は男
子９人、女子５人の計
14人が在籍しています。
昨年度は新型コロナウイ
ルスの影響により、部
活動だけではなく合同合宿や大会などさまざまな行事が中
止となってしまいました。普段は、夏の歯学体で一つでも
良い成績が残せるように部員一丸となって練習に励んでい
ます。練習は学内コートで月・水・土の週に３回行ってい
るほか、新潟市の大会への参加、いろいろな大学と練習試
合を含めた交流などもしています。
硬式庭球部には、テニスを習っていた人から大学で初

めてラケットを握った人まで、いろいろな先輩が在籍し
ています。もちろん、道具を持っていない人でも大歓迎
です。また大学のコートは４面もあり、屋外の活動とな
ります。従って、三密になりにくい状況でテニスができ、

とても安心です。
生涯スポーツとも言われるテニス

は、大学を卒業した後もずっと続け
ていけるスポーツです。新型コロナ
ウイルスで不安や不満が溜まってい
ませんか？ ぜひこの機会にテニスを
始めて、ボールと一緒にコロナに打
ち勝ちましょう！ 皆さんのご連絡、
お待ちしております。 

生命歯学部硬式テニス部は現在38人が在籍しており、
火曜日と木曜日は小岩で、土曜日と日曜日は東小金井でト
レーニングや基礎練習、ゲーム形式など日々上達を目指し
て活動しています。最近では全日本歯科学生総合体育大会
で女子優勝、男子５位、総合２位に入賞することができま
した。ほかにも５月に行われる新潟校との合同合宿などさ
まざまな楽しいイベントがあります。 
硬式テニス部は明るく優しい先輩方が多く、部活動以

外にも集まる機会があり、部員全体が仲が良いのが特
徴の１つです。 
現在は新型コロナウイルスの影響

により部活動が行えない状況です
が、再開が可能になりましたら、多
くのOB・OGの先生方に支えていた
だきながら部活に励んでいきます。 
経験者、未経験者大歓迎ですので、

新入生の入部を硬式テニス部一同楽
しみにしています。 

校友の　歴史の重さ　手渡して　頼むぞ後輩　母校の未来　　 伝統を　守ってゆきます　我々も　富士見・浜浦　熱き心で

クラブ
紹介 硬式テニス部

生命歯学部３年
久保田 哲廣

新潟生命歯学部３年

香村 知宏

生命歯学部新潟生命歯学部

図書館からの
推薦図書

東京 新潟

『新十二歯考　十二支でめぐる歯の比較解剖学』  
著者：田畑 純
出版社：医歯薬出版 出版年月：2020/6  
請求記号：D.04/O 81 登録番号：100037577 
動物の歯の特徴を、頭蓋骨や組織標本写真を用いて紹介する本書。歯科
学、形態学、解剖学、発生学などの視点から、歯の構造の多様性や発生
の仕組みがわかりやすく解説されています。干支に関わる１２匹の動物を
順に紹介しているので、身近に感じ手に取ってみたくなる一冊です。

●図書館開館情報
開館情報はQRコードから閲覧ください。

『新型コロナ7つの謎』 (BLUE BACKS B2156)
著者：宮坂 昌之
出版社：講談社　　　　　　　出版年：2020
請求記号：408-K-2156　　　登録番号：000139444
新型コロナについて免疫学の第一人者である著者が丁寧に解説した書籍です。山中
伸弥教授も「新型コロナウイルスを正しく知ることが今最も重要なことで、最新の科
学データを元に書かれた本書はその手助けをしてくれるでしょう」と推薦しています。
ブルーバックスらしくわかりやすいので「読むワクチン」としてぜひ読んでみてください。 

●図書館開館情報
平日　9：00 ～17：00　　土曜日　終日閉館
貸出・返却・閲覧のみの利用になり、学習は禁止です。
利用は在校生、大学院生、卒業生、職員までとなります。

コロナを吹っ飛ばせ！ークラブ活動の現場からー

診療室での物語

カルテNo.27

疾患との
静寂なる対話

新潟生命歯学部
病理学講座
柬理 賴亮
（87回）

雪の中の中原市五郎先生 
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