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コロナ禍で3年ぶり、初
のオンライン形式でD	

Muse2022が開催されました。菊谷講師の
講演では介護状態に備えて患者さんの口腔
内の整備を行う重要性を学び、外来に来れ
る時期だけではなく長い目で携わりたいと思
いました。伊達講師の講演では、お米＝太
るという概念を捨て間食・飲み物・野菜の

日本歯科大学附属病院　
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古田 彩夏 （104回）

糖質を控えれば、１日４杯まで食べてもいい
と心強いワードを頂きました！	約85名の参
加者の皆様と有意義な時間になりました。

校友会会員無料 WEB セミナー「D Muse 2022」開催

令和４年６月１日（月）午前11時から生命歯学部富士見ホー
ルにて創立116周年記念式典が厳かに執り行われた。今年も
新型コロナウイルス感染防止のために縮小して挙行され、本
学教職員や校友会会員等の約50名だけが参列した。神職に
よる神事が執り行われ、中原理事長は「現在、大学は全国
で788校あるが、学部数が最多なのは東海大学の23学部で
あり、近年は学部数を増やすことで学生を多く集めようとす
る傾向がある。日本歯科大学は116周年ですが、明治40年の
創立したときより、歯学部だけの単科大学であり、今後も他
の学部を作ることはないでしょう。私どもは他の学部には興
味はなく、歯学部のことだけで手いっぱいである。そして歯
科単科大学の誇りと愛着があり、これからも歯科医師養成に
努めていきたいと考えている。」と述べた。

続いて名誉博士号は飯塚哲夫先生（50回・埼玉県）に授与
され、最後に永年勤続者30年11名と20年15名の表彰も併せ
て行われ、代表者として松野智宣教授（76回）に賞状等が授
与され、閉式となった。

創立記念式典
脈々と続く伝統と歴史

3 年ぶりにオンラインで開催！
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プラトンがアカデメイアに学園を開設し
てから約2300年経ちますが、最適な

勉強方法は未だ模索中です。昨今の大学受
験において、まとめノートや暗記カードの作
成は愚策とされています。一方で歯科医師
に限らず国家試験においてはそれらを推奨
する声が少なくありません。このように様々
な情報が錯綜して、信仰すべき勉強論を見
失う方もいるでしょう。
ここで私なりの勉強方法を紹介します。皆

様自身の勉強論確立の一助となれば幸いです。
まず基礎系の教科ですが、学校指定の教
科書や授業資料を暗記しました。基礎系は
記憶すべき項目が多岐にわたるので、演習
より資料の暗記が中心です。高校までの教
科書と異なり極めて難解な内容のため、教
科書が冗長だと感じたら国家試験の受験参
考書が分かりやすくてお勧めです。
臨床系の教科ですが、特に臨床実地問題

の対策として国家試験の過去問や模試によ

る問題演習を多めに解き
ました。暗記数学的に問
題のパターンを意識すれ
ば、自ずと問題が解ける
ようになりました。特に
臨床問題は「量は質に転
化する」という考えが通
用すると思います。
歯科医師として皆様と

お会いできる日を楽しみにしております。

写真部は、部員10名ほどの
小所帯で、各々好きな写真を
撮って不定期に活動していま
す。コロナ以前は、部の大き
なイベントとして、MPAと呼
ばれる医歯薬系大学の写真部
による合同撮影会＆展示会が
春秋にあったり、富士見祭で
写真展示を行っていました。	

ここ数年そうした活動も出来ませんでしたが、
今年からは部活動も部分的に再開し、新入
部員も迎えることが出来ましたので、少しず
つ部内で撮影会や講習会を行えたらと考えて
います。
スマホの高画質カメラやInstagramの流行

もあり、一億総
カメラマンとも
言える時代に、
カメラや写真の
ことにちょっと
詳しくなり、好

きな写真を思い通りに撮れる＝“光を切り取れ
る”ようになることを目指しています。プライベー
トだけでなく、歯科では口腔内写真を撮るこ
ともあり、生涯役に立つスキルだと思います。
スマホカメラでも大歓迎ですので興味ある方、
一度遊びに来てください。

国家試験体験記

コロナを吹っ飛ばせ！ークラブ活動の現場からー クラブ紹介  写真部

生命歯学部５年
佐伯　啓

附属病院
臨床研修歯科医

三輪   旬
（111回）

皆さんこんにちは。このた
び写真部を紹介することがで
きてとても嬉しいです。写真
部は季節に合わせて出かけ、
素敵な写真をたくさん撮って、
美味しい物を食べて学生生活
を楽しめる部活です。春は桜、
夏は紫陽花とリス園に行って

写真を撮りました。秋は紅葉、冬は水族館へ
行ってイルミネーションを楽しみました。浜
浦祭では部員が思い思いに撮影した写真を展
示しました。活動は休日や長期休暇中に主に
行っています。個人のプライベートを尊重して
いる部活なので、予定が空いていたら参加す
るスタイルにしています。部員数は14名です。
今年は大学から活動の許可がでたら「スカイ
ランタンの写真を撮りに行きたいね」と部員
たちと話しています。
私自身は尊敬する素敵な先輩と良い後輩に

も出会う事が出来ました。これは私の大学生

活の宝物だと思っています。新入生の皆さん、
私たちと素敵な思い出を作りませんか？	皆さ
んの入部を心からお待ちしています。　

新潟生命歯学部

生命歯学部

新潟生命歯学部5年
田邊 由佳

基礎系は暗記、臨床系は演習

スカイランタンを
撮りに行きたい

光を切り取る

        地区別校友会紹介和歌山

和歌山県校友会の会員数は30名。全国
の校友会としては比較的小規模な校友

会になります。
和歌山県の歯科医師数は720名余ですか

ら、和歌山県での校友会会員が占める割合は
小さいですが、歯科医師会では各地区で主要
な役職に就き活躍していて、新入の先生方に
とって頼もしい存在となっています。
主な活動は二つあって、一つは毎年７月に

校友会本部より御来賓を迎え総会、また歯学
会より講師をお招きして学術講習会を開催し
ています。もう一つは秋に大阪府、京都府、
兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の校友
会会員が一堂に会する近畿地区会員大会を
各府県持ち回りで開催しています。
令和２年には和歌山県が当番で、近畿地

区会員大会並びに総会、同時にテーマ・健
康寿命延伸をめざして	〜我々歯科医師の指
名について考える〜	として近畿地区歯学研修
会を開催予定でしたが、新型コロナの影響で

延期になり残念に思っています。
和歌山県出身の先生、学生の方も多くおら

れると思います。和歌山県に戻ってきた時には
ぜひご一報ください。和歌山県校友会一同大
歓迎いたします。
写真は令和元

年、和歌山県で
行われた総会時
のものです。

中島　毅（69回）
中島歯科医院　0736－22－0248
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新型コロナウイルスの感染拡大によって
ストレスのかかる日々を送っている在

校生の皆さんを元気づけるため、学生会と
してこの企画を実施しまし
た。２年生から６年生には
GAKUSHOKU(学食)のお弁
当を配布しました。豪華なメ
ニューに加えて、受け取り時
間に温かいお弁当を渡せるよ
うにご配慮を頂き、味も大変
好評でした。せっかく新潟に

来たのに自由に出歩けない１年
生の皆さんには、新潟のおいし
いお土産品セットをセレクトし
て送りしました。どれも大変美
味しかったとの声が多数寄せら
れました。私たちの想像以上に
皆さんに喜んで頂けましたので、
次年度にも実施できるよう、次
期委員長にも引き継ぎをしたい
と思います。

私が初めて機械式時計に
興味を示したのはスケ

ルトンの中華製時計をネット
で購入してからで、当時安物

時計は時間精度が良くなく、どうしたら精度を
詰められるのか？		と思ったのが始まりでした。
インターネットで裏蓋の開け方、緩急針の
弄り方等から見よう見まねでやりはじめ、徐々
に機械式時計の機構そのものにハマり、とあ
る社長さんにwebchronosという会員制時計
サロンをご紹介頂きました。
高級時計が好きな方から、機構に詳細な方、
魔改造されている方、CNC旋盤等を揃えて部
品を製作している方、様 な々方が居られました。
その中で博識ある元歯科技工士さんと仲良

くなり、竜頭の外し方等基本的なことから教え

て頂きながら、いつの間にか時計機材や材料
を揃え、【ユニタス6498】の中華版【マネタス
6498】（勝手にマネタスと呼称）をベースとした
初号機を完成させました。
さらに、余っていた金合金を鋳造してシャト

ンを作り、ネジ留めをし、当時の知識と技術
を注ぎました。写真①
それからマネタス6497を使用した弐号機、
参号機を製作し、文字盤を手書きし裏の機械
をバラしてカーバイドバーでエングレービング
するところにまで手を出しました。写真②
各種高級時計のメーカーDVDからヒント

を得て、ネジ等の青焼きや歯車のサンレイ加工
（渦巻き状装飾）、針の研磨等に加え歯科医師
としてのスキル？		も発揮させて、四号機そして
最高傑作の伍号機まで製作しました。写真③
特に伍号機は針を研磨後に紫に焼き、ス

モールセコンド（秒針）
は青焼きにしました。
この間に手持ち中
華トゥールビヨンを壊
してしまい、自分で分

解修理して念願のスケルトンプゾー7001の腕
時計化にも挑戦しました。写真④	写真⑤
特にトゥールビヨンはキャリッジの構造が複

雑且つ繊細なので少しのバランスの狂いで動
かなくなるので、ルーペを使用しながら息を
止めて作業する連続でした。
　最近は校友会や歯科医師会の仕事もあり、
趣味に没頭することできませんが、時間が出
来たら触ってみたいと思います。

私は今、大学病院での臨床実習を行っ
ている５年生です。まだ臨床実習が始

まってから１ヶ月程ですが様々なことを感じ
ました。
まず、私が歯科に興味を持ったきっかけ
は、高校３年生の時に父と共にモンゴルへ

歯科診療支援のボランティ
ア活動に参加したことです。
その時に診療の様子を見学
し、日本とモンゴルでの歯
科に関する考え方の違いを
目の当たりにしました。例
えば、「３歳になるまでは歯

を磨かない方がいい」、「親の仕上げ磨きは
あまり必要ではない」、などといった考え方
がありました。そのような中で先生が現地
の方々の考えに寄り添いながらも、正しい
知識の普及や治療をしている姿に感動しま
した。この経験をもとに歯科医師を目指して
勉強をしてきました。
しかしながら、臨床実習が始まってみる

と、器具の名前や置いてある場所を覚えた
り、アシストの仕方を学んだりすることで精
一杯で、ただ先生が診療をしているのを横
で見学しているだけという状態でした。
せっかくのモンゴルでのボランティア経験

や大学４年間の知識があるだけで、このま
まの状態ではもったいないと思い、小さな
目標を持つことにしました。それは、次に先
生が何をするのか推測しながら診察を見学
するということです。この目標を持つことで、
何をしたくてこの処置をし、なぜこの器具、
薬品を使用するのかなど一つ一つの行動の
意味を理解しようとすることで、ただの見学
の時間から学習の時間となりました。
まだ知識も足らず、何をしているのか分か

らない事もありますが、今までの知識をビジュ
アル的に捉えられる臨床実習の機会を大切に
し、充実した実習期間にしていきたいです。

臨床実習が始まって

生命歯学部５年
小泉 凪沙

新潟生命歯学部5年
学生委員会委員長
溝口 光生

滋賀県日本歯科大学校友会会計

大山 恒徳 （83回）

機械式時計に
ハマったのは歯科医だった！

コロナに負けるな がんばれ
日 本 歯 科 大 生  応 援 プ ロ ジェクト

１年生への新潟お土産品セット

こうゆう先輩
第28回

 学 生 短 信
Tokyo

写真①

写真②

写真④

写真③

写真⑤
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こんにちは！ 仲町台たがみ
歯科医院の田上哲克です。

僕は、2006年に日本歯科大学
を卒業し、日本歯科大学附属病
院の臨床研修医終了後、研修先
だった横浜市内の歯科医院に５
年間勤務しました。僕の家は歯
科の家系ではないため、学生の
ころから開業することを考えて
いたのですが、開業するという
ことは歯科医院の経営者になる
ということだけど経営に関して
何も勉強していないことに気が
付きました。そこで、勤務医の
時に、文京学院大学大学院経営
学研究科に社会人大学院生とし

て入学し、経営について学びま
した。その後、2012年に横浜市
都筑区の仲町台駅というところ
で開業し、2016年より日本歯科
大学附属病院の協力型臨床研修
施設として、臨床研修医の先生
方の受け入れを担当させていた
だいております。

当院のある横浜市営地下鉄ブ
ルーラインの仲町台駅は、港北
ニュータウンに位置し、開業30
年ほどの比較的新しい駅です。小
さいお子様から高齢者の方まで、
幅広い年齢層の方々が患者さん
としていらっしゃいます。当院は、

「通いたくなる歯科医院」をコン
セプトに、歯医者さんが苦手な
方でも安心して通えるような「痛
くない」「怖くない」「リラック
スできる」歯科医院を心がけて
います。患者さんとのコミュニ
ケーションを大事にし、精密で
丁寧な治療を行っています。

横浜市は東京の隣ということ
もあり、同窓の先生方が多くい
らっしゃいます。僕が開業した

時も、多くの同窓の先輩方にお
世話になりました。開業して数
年経ち、病院も落ち着いてきた
ころに、神奈川県校友会の理事
をやってみないかというお声が
けがあり、引き受けさせて頂き
ました。

神奈川県校友会の仕事の中の
一つに、「神奈川県校友会NDU
クラブ」の仕事があります。「神
奈川県校友会NDUクラブ」とは、
神奈川県で開業、勤務されてい

る卒後25年までの先生方を対象
とした組織で、年に１～２回の
無料の勉強会などを行っていま
す。著名な先生の講演を聞くこ
とが出来、また、近い年代の先
生方との交流も深めることが出
来るため、大変有意義な組織だ
なと感じました。大学を卒業し、
神奈川県で勤務もしくは開業さ
れたら、是非、神奈川県校友会
に入会していただき、交流を深
めましょう！

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

図書館からの
推薦図書

東京 新潟

『歯科医のトリセツ』
著：大澤 優子
出版社：かざひの文庫	 出版年月：2021/10
請求記号：D.06/O74	 登録番号：100038505
歯科業界では、医師や医療スタッフ、患者さんとの関
係など様々な人間関係が交錯しています。将来どのよ
うに良好な人間関係を築き、良き医療従事者として仕
事をしていけばいいのかを考えるきっかけとなる一冊
ですので、是非ご一読ください。

●図書館開館情報　
開館情報はQRコードから閲覧ください。

『症例でみる歯科訪問診療』　
編集：（一社）愛知県歯科医師会　他　
出版社：永末書店	 出版年：2022/3
請求記号：D9-A	 登録番号：000140303
本書は訪問現場で遭遇するであろう症例を解説した臨床編だけで
なく、歯科訪問診療の基本的考え方や歴史などを紹介した基礎編、
持参すべき器具、医療保険、介護保険、請求方法等を説明した実
践編から成り、歯科訪問診療の入門書といえる一冊かと思います。

●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ます。

神奈川県
横浜市開業
田上 哲克

（95回）

　　　　臨床研修施設ご紹介

仲町台たがみ歯科医院
【第2回】

診療風景

医院の外観

スタッフ食事会

この本は「故きを温ね新しきを知る　以て師と為るべ
し」から始まります。戦後の専門学校から大学に昇格し
た経緯や歯科医草創期の史実、歯科口腔外科の軌跡な
どが綴られています。このような歴史があり現在の日本

歯科大学があり、歯科医師の立場があることをふまえ、
また将来歯科医師となり社会に貢献し、更なる発展に寄
与するために。そんな日本歯科大学の学生として、是非
読んでいただきたい１冊です。

『歯科医学史の検証』中原　泉・著（学校法人 日本歯科大学理事長）書籍
紹介 出版社：一世出版	 出版年月：2022/5
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