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- 巻頭言 - 

水野拓也 

 

 昨年度は、長谷川さんを中心に随分立派な室誌が完成して感動しました。また巻頭言と

して研究室の 1年を振り返ってみようと思います。 

 徳田さんが昨年度の 12月から加わり、長谷川さんが抜けただけなので、今年度はラボ

の規模としては同じような大きさで過ごしました。まずはラボのイベントから振り返ろう

と思います。 

4月 花見 

 ソフトボール大会（水野参加できず） 

 臨床病理ゼミ+研究室飲み会 

 水野所属の研究推進体のクラウドファンディング（-6月） 

5月 研究室 BBQ（3 年生勧誘も兼ねて） 

6月 大学院卒業生の川野先生の講演  

7月 研究室キャンプ（内科学研究室と合同） 

9月 獣医学会（根本、伊賀瀬、酒井、井上、森永発表） 

 日本癌学会（伊賀瀬発表、Chand Kahnna 先生を迎えてランチョンセミナー） 

10月 Veterinary cancer society annual meeting (伊賀瀬、酒井発表) 

11月 研究室 BBQ  

 卒論発表会（黒河内、藤木） 

12月 理学部・農学部とのポスター交流会参加 

 3年生歓迎会（内科学研究室と合同） 

 忘年会（内科学研究室と合同） 

1月 水野所属の研究推進体シンポジウム 

 伊賀瀬学位審査会 

3月 追いコン（内科学研究室と合同） 

 伊賀瀬学位取得 

 

 こうしてみると、昨年度と比較して、研究室でのイベントがかなり少なかったと感じま

す。これはひとえに僕が学科長になったためと、その大学での仕事のために隙間を縫って

出張に行かないといけなくなり、ラボにいる時間が相当減ってしまったことによります。

とても反省しています。とはいっても、来年度もまた学科長をやらされることになりまし

たので、あとはうまく時間を使うことによって捻出していくしかないと思っています。ま

た内科学研究室と別に実施する研究室ゼミについては相変わらず迷走しています。この 2-

3 年は、半年に 1回の学会形式にしていたのですが、いまいちもりあがらないので、4月

を最後に少しやり方をかえることにしました。ただいまだにそれがいいのかわからずにさ

まよっています。 

今年度の大きな出来事は、伊賀瀬くんが学位を取得でき、博士になったということ、一

方で根本助教が退職することになってしまったということです。伊賀瀬くんについては、

1. 先生より 



学部学生時代から約 7年、この研究室において様々な貢献をしてくれてまずは感謝の意を

示したいと思います。そのなかで現在投稿中の論文も入れると 7 本の論文を書き、過去の

本研究室所属の博士課程の学生の中でもっとも多くの論文になりました。根本さんについ

ては、以前より東京に帰りたいという意向を示していたのを無理やり引き止めていたので

すが、今回このような運びになってしまいました。とても残念ですが、人には様々な人生

の形、幸せの形があると思うので、これも致し方ないと考えます。一方、根本助教の空い

たポストは昨秋から公募することになり、そこに伊賀瀬くんが応募してくれたため、うま

くそのまま残ってもらえることになりました。これはラボにとってはとてもいいことだと

思いますが、一方で伊賀瀬くん自身の人生にとってマイナスにならないように、4月から

は教員として過ごしていってもらいたいと思っています。 

 学部としては、EAEVEの認証取得のための visitation がこの 6月に迫っており、そのた

めのカリキュラム編成などが学部学生の生活にもろに直結することによって、かなりの負

担が課されることになっています。これは学部として決めたことなのでやらざるを得ない

のですが、一方で学生が自分で頭を使って考えること、思い悩むこと、などにとれる時間

が少なくなり、日々の暮らしについては与えられるものをこなすだけになっているよう

で、僕個人としては大きな不安を抱いています。カリキュラム編成のおかげで自分から学

ぼうとしなくても与えられる事はふんだんにあり、10年前の学生と比較しても幅広く様々

なことを学べるようにはなっていますが、明らかに貪欲な学生は減り(これは世の中の流

れもあります)、自ら学びにいくという姿勢はほとんど感じられません。大学は学問をす

るところであり、職業訓練校であってはならないと思います。そのためには、学生個人個

人が自ら学ぶ、知りたいことを探求する、という姿勢を持ち続けなければ、受験勉強の延

長のような学生生活を送ることになってしまうと思います。それを打破するためにはどう

したらよいか。考える、ということを常に意識することです。情報で溢れた世の中から、

常に考えるというトレーニングをしないと本当の意味での大学という場で勉強したことに

はならないと思っています。少なくともうちの研究室にいる学生たちには、こうしたこと

を意識して学生生活をおくってもらいたいと思いますし、考えることが出来る人になって

卒業してもらいたいと思っています。 

研究面では、なかなか論文を出すことができずに、2018年は不作の年でした。僕がサボ

っていることもあるのですが、まとめられるような結果に通じるようなものをなかなか個

人の研究から出せてないことが要因です。我々の目標は、犬のがんの治療に結びつくよう

なシーズをラボから見つけることであり、そのためにまた来年度も努力していきたいと思

っています。 

研究室ホームページ： https://www.mizutakuvet.com 

研究室 facebookページ： https://www.facebook.com/vetclinpathol.yamadai/ 

  



- 山口大学での教員生活 -  

根本有希（助教） 

 

 

 私は、この 3月で山口大学を退職いたします。 

2年半という山口大学での教員生活は、初めての積み重ねでした。教育、研究、診察、全てが

私の貴重な経験であり宝物です。毎日嵐のようにすべきことやしたいことが押し寄せ、その充

実した毎日に、楽しくわくわくしたり驚いたり不安を感じたり、戦っているような気持ちでも

ありました。それでも必ず、毎日には楽しさや希望があり、私の将来の夢であった大学教員と

いう仕事は、やはり魅力的で素晴らしく、私の永遠の憧れだと実感しております。 

 私にとって教員生活で最も近く大きな存在は、この研究室でした。水野先生との出逢いは私

の人生にとって大きな衝撃と幸運です。また着任した当初は、井上さんや伊賀瀬くんに研究室

のあらゆることを質問し助けられました。キラキラ笑顔の OB長谷川さん、そしてその後も酒

井くんや学生たちに多く支えられました。そしてなにより、私の元気の源は、研究室での何気

ない会話や、学生の笑顔です。学生の作り出す雰囲気やエネルギーは、とても純粋であたたか

くかわいいもので、私に多くのエネルギーを与えてくれました 感謝の気持ちです。この研究

室に一教員として皆さまと時間を共有できたこと、本当に幸せに思います。 

 

 臨床病理学研究室は、ほぼ全員がお互いに今日何をしているかを知っています。時々窮屈に

思うこともあるかもしれませんが、私はファミリーのようなこの研究室がとても好きでした。

私は研究室を一つの家庭のように築くことを理想とし、毎日通う場所を、全員に居心地の良

い、快適な環境にしたいと思っていました。教員が同じ方向を向き、学生の学ぶ意識を刺激す

る。学生は自らの興味や楽しみに従い研究や遊びに没頭し、その嬉しいことや予想通りに進ま

なかったことをみんなで楽しく共有する。学生が教員に、物事を素直に伝えることは難しいの

かもしれませんが、家族より多くの時間を共にする研究室の仲間たちです。これからも教員も

学生も含めみんなが風通しの良い関係で、お互いを思い合うあたたかい研究室であって欲しい

と願っています。 

  

  大学教員の役割は、教育、研究、診療、大学業務と様々ですが、教育は最も難しいものでし

た。学生それぞれが自分自身のスピードで歩んで欲しいと思う一方で、少し踏ん張って堪える

と、彼らが驚くべき成長をすることを、彼ら自身で知って欲しいとも感じました。教員とし

て、学生が有する潜在的な力を発揮できる環境づくりに携わりたいと願いつつ、私にどのよう

な叱咤激励ができるのかが難しい課題です。ただ何より重要なことは、その教育をするために

1. 先生より 



は、自分自身にも厳しく、限界を決めないような精神力と体力を備える必要があるということ

でした。それは日々の生活や研究診察、全てにおいて共通して求められることだということも

改めて考えることができました。 

  

  退職を決意してから、自分自身を見直す時間がたくさんありました。教員として未熟であ

り、この恵まれた環境で継続して学ぶことが今後へ繋がるだろうと自覚しながらも、今後の人

生設計を考えた時に生まれ育った東京に拠点を戻そうと思ったこと、自分の目標がぼやけてし

まったことから、退職しようと決断したと記憶しています。ただ今は、将来を迷う前に、迷い

考える時間があるならば、ただただ前に進もうと最もシンプルな考えに立ち返っています。何

かを迷うほど自分は何も得られていないことを受け止め、もっともっとタフに貪欲に学んでい

きたいと思います。そしてこの決断が間違っていなかったと思えるように、今後も私なりに獣

医学に貢献したいと思っています。 

  学生の皆さまも何か立ち止まり悩む時が訪れるかもしれません。ただいつも目標や夢があれ

ば、それが支えとなり迷うことなく自分を奮い立たせてくれるように思います。ヒトは叶えら

れない夢は思い描かないようですので、ぜひ夢は大きく、そしてそれに向かって大きく羽ばた

いてください。そして悩んだ時止まった時は、頭を楽にしてただただ単純に今を頑張ってみま

しょう。一つ一つすることしか解決策はないですから。私自身そんな単純なことがどうしてあ

の時できなかったのかとも思うこともありますが、これからまた、小さい頃からの私の夢をこ

つこつ叶えたいと思っています 

  

  上に述べたような私が２年半で学んだ多くは、水野先生の研究やお仕事に対する姿勢から得

ました。私がわがままや泣き言を言っても聞いてくださいました。その度に結局自分で解決す

るのみだと、いつも原点に立ち返らせてくださいました。本当に感謝の気持ちです。そして大

学院生としてみんなのことを気遣い指導し束ねてきた伊賀瀬くん、頼りにして負担をかけたこ

とも多いと思います。ありがとう、そしてこれからは一研究者として素晴らしいスタートがで

きますように。卒業生 2人、学んだことを生かして体に気をつけてふぁいと!酒井くん、頼り

甲斐のあるお兄さんとして研究室をまとめてください。そしてかわいいかわいい女子たち、笑

顔と明るさでふぁいと! 3人にどんなに励まされたかわかりません。これからも美しい笑顔で

ね!!また女子会いたしましょ! 新しく入室した 3年生、大丈夫きっとできます! 学生のみなさ

ま、この研究室に来てきっと大きく大きく成長しています。自信を持って信じて一度きりの学

生生活を遊びに学びに楽しんでください!!自分次第で変えられると信じています。 

  

  皆さまに熱いことを申し上げましたが、お伝えするのは簡単で、私自身も皆さまに恥じない

ようにコツコツ歩いていきたいと思います。彼らが今後どのように社会に貢献していくのかを



近くで見届けられないのは寂しい気持ちですが、何か悩んだり止まったりすることがあればい

つでも力になりたいと思っています。またみんなで元気に立派になった姿で会えますように 

  OB、OGの皆さま、来年度からは伊賀瀬くんが助教として加わり新体制です。ご一緒に臨床病

理の発展を見守ることができたら嬉しく思います。 

  

  私はこの研究室が、水野先生が、学生が、とても大好きです。新しいあたたかい家族ができ

たようで、とっても幸せな時間でした。ありがとうございます。これからもよろしくお願いい

たします。 

     元気があれば何でもできるね!! 皆さまに笑顔たくさんの春が訪れますように!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

初 2shot!! 2016.0902 

 

最後の 2shot!! 2019.0320 

 

初 餃子会 2016.12.05 

 

最後の餃子会 2019.0320 

 

 

思い出の詰まった Photobook ありがとう。何度見ても飽きません。 

そして最後の日が 31 歳誕生日でした。思い出に残る誕生日をありがとう。 

また来るね 

 



- 博士課程を終えて - 

伊賀瀬雅也（博士課程 4 年） 

 

 

 長い長い学生生活が終わりました。山口大学に入学するときには、自分がこんなにも研

究に打ち込み、大学院にまで進学しているとは夢にも思いませんでした。 

周りの人よりも長い学生生活を送りましたが全く後悔はなく、寧ろ、人として成長できた

のではないかとも思っています。そして、そう思えたのは、研究室の皆さんのおかげで

す。文量の関係で短くはなりますが、感謝の気持ちを述べたいと思います。 

 

根本先生、 

「最初 1年はとても怖かった」と先生もおっしゃられておりましたが、本当に態度の悪い

学生だったと思います。申し訳ありませんでした。あの時期は何に焦っていたのか、いろ

んな人に当たっていた気もします。恥ずかしい限りです。そんな学生でしたが、先生から

はたくさんのことを教えて頂きました。僕に足りない部分の多くを気づかせて頂きまし

た。特に、学会発表と研究室の学生とのコミュニケーションはとても勉強になりました。

以前にもお話ししたことがあると思いますが、先生が着任なされてから、研究室の雰囲気

がとても良くなったと思います。先生の 1人 1人を気にかけ、声かけをする姿勢を見習っ

て、新たに教員としてやっていきたいと思います。また、発表の表現方法や英語も、今

後、教員として生きていくには必要不可欠な能力だと思っています。先生から教わったこ

とを活かして、より成長した姿を見せることができたらと思います。 

根本先生、2年半、本当にお世話になりました。また、これからも宜しくお願い致しま

す。 

 

研究室の学生のみなさま、 

僕は所謂、できた先輩ではなかったと思います。それでも、学生のみんなが最後までつい

てきてくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。 

正司さんや福島くんとは臨床や研究を一緒にしたこと、長谷川さんとは学会や飲み会での

思い出が多くあって、本当に楽しい時間を過ごせました。僕がまだ未熟なときに一緒の時

間を過ごしたので、一番迷惑をかけた後輩たちでした。それでも、学会等であった時に声

をかけてくれるのはとても嬉しいです。藤木くんと黒河内くんは、はじめて実験の指導

（指導というほど大層なことはしていませんが）を直接した後輩で、ここでは書ききれな

いほど色々な思い出（事件？事故？笑）がありますね。藤木くんは、かなり頑固者です

2. 卒業生から 



が、言い換えれば自分の芯をしっかりと持っていて、いい研究者になるのではないかと思

っています。ただ、時には柳の葉のように風に揺られる時があってもいいと思います。い

つでも大学院に戻ってきてください。黒河内くんは、プライベートの遊びの時と研究室に

いる時のギャップが激しくて、どちらが本当の君なのか不思議に思っていました。僕の力

不足もあり、苦しい思いをさせてしまったのは、本当に申し訳なかったと思っています。

でも、飲み会での"Goch”は最高だったよ。みっすーとゆきちゃん、はーちゃんは、ほん

とに可愛い、素敵な後輩です。今の研究室が明るく楽しいのは、君たちのおかげだと思っ

ています。僕自身、その雰囲気に支えられ、元気をもらっています。また、飲みに行きま

しょう！ 

チャッピーとサクヤは、これからどんどん自分の良さを発揮して、研究室を盛り上げてい

ってください。期待しています。酒井さんは、僕がいることでやりづらいことも多かった

と思います。迷惑をかけることも多々あり、申し訳ありませんでした。その度に、いつも

助けてくださり、感謝しています。また、昼ご飯パートナーとして、これからも飯行きま

しょうね！動物病院の診察と実験の両立は大変だと多いますが、お体に気をつけて、残り

の院生生活を楽しんでくださいね。これからもよろしくお願いします！ 

 

水野先生、 

正直、どういった言葉で先生に感謝の気持ちを伝えればいいか分かりません。7年前の研

究室選びの際、説明会で先生のお話に魅了され、内科研究室に進みました。そして、4年

前、大学院進学を決めたのは、水野先生の研究に対する姿勢、獣医療を変えるという信念

に感銘・共感し、自分も獣医療に貢献したいと思ったからです。僕は優秀な学生ではあり

ませんでしたが、それでも最後まで親身に指導してくださりまして、本当に感謝しており

ます。 

いま、スタート地点に着きました。 

１人の研究者、教員として、早く自立し、大小関係なく世界に発信できる仕事をしていき

たいと思っています。そして、いつの日か、水野先生のような研究者になれるように、進

み続けます。ノーベル賞、IF 10以上も諦めていませんよ。 

今後とも厳しい視点で見ていてくださると幸いです。宜しくお願い致します。 

 

 

最後に、これまで僕を支えてくださった全ての方々に深く 

深く感謝をお伝えしたいと思います。また、これからも 

応援してくださると幸いです。 

本当にありがとうございました。 

 



- 今まで色々と貰ってきたので - 

黒河内 陽介（6 年） 

 

 平素よりお世話になっております。黒河内です。 

 昨年はちょっとふざけた文章を書いてしまったため、今年はまじめに。 

 

 まずは、三年生の冬から配属されて三年間とちょっと、本当に大変お世話になりまし

た。 

何をやっても駄目な自分を叱咤激励し、最後まで見捨てずにご指導くださった先生方、 

優しく指導してくださり、親身に相談に乗ってくださった院生の方々、 

どんな時でも割と気楽に話をしたり、いろいろと付き合ってくれた同回生、 

実に頼りない自分に対しても先輩として向き合ってくれた後輩たち、 

皆さまのご協力があったからこそ、どれだけ贔屓目に見ても決して優秀な学生ではない

分が曲がりなりにもここまで来れたのだと感じ、深く感謝しております。本当にありがと

うございました。 

 

この三年間は、本当に周りの色んな方から色々と与えられることが多く、それに対し十

分に還元することができなかった時期でした。知識的にも精神的にも周りの人達に何度も

助けてもらい、協力してもらっていたのに、自分は自分に精一杯で人をなかなか助けるこ

とができず、せっかく頂いたチャンスを何度もふいにし、ご期待に沿えず歯がゆい思いを

させてしまったことも多くあり、今でも悔いとして残っています。 

そのような自分に対し今後どのように折り合いをつけて付き合っていけばいいか、正直

に言うとまだよくわかりません。 

ただ、この三年間で周りの方々から受け取り感じてきた恩を、今度は自分が周りに与え

ていきたい、今まで還元できなかった分それ以上のものを人に与えられる人物になりたい

という、ふわっとした目標めいたものが出来ました。病院に勤務する獣医師として、患者

として来られる犬猫や飼い主だけでなく、ともに働く獣医師や看護師等のスタッフとの調

和もとれるようになりたいと思っております。 

  

 なんか自分でも書いててよくわかんなくなってきましたが、みんなに頼られて色々相談

しやすいような立派な獣医さんになれるよう頑張りたいっていう、そんな感じです。頑張

ります。はい。 

 

 

2. 卒業生から 



- 皆へ -                

藤木範之（６年） 

 

 

 追いコンでは最後のメッセージで、少ししか話せなかったので、ここにもメッセージを

追加で書くことにしました。簡潔にまとめますね（笑）。 

 水野先生へ 思い返すと、診療も実験も、かなり自由に進めさせて頂けたと思います。

そのおかげで、診療でも実験でも自分の意見を言いやすく、とても楽しかったです。た

だ、その分間違ったことをした時はとても怒られましたが、それもいい経験になったと感

じます。常に最先端の知識を意識し獣医学を変えようとする先生の下で学べたことを誇り

に思いますし、確実に今後の糧になる３年間でした。ありがとうございます。 

 根本先生へ 先生には、一緒に診療する中で自分の意見ややり方を気遣いなく言ってし

まい、困らせたりしたこともあったかもしれません。すみませんでした。でも色々相談し

ながら先生と診療をするのは楽しかったです。また、飲み会や部屋で、明るい先生とお話

しできるのはとても面白かったです。高松空港から東京にはすぐいけるみたいなので、せ

っちゃんと一緒に根本家に遊びに行きますね。 

 井上さんへ 室誌見てもらえるか不明ですが書きますね。ウェスタンとかで僕があわあ

わしている時等、色々助けて頂いてありがとうございました。本来は水野先生の技術師で

あることは承知していますが、井上さんがいてくれたことで、僕自身も安心して存分に実

験できていたと思いますし、感謝しています。ありがとうございました。 

 伊賀瀬さんへ 自分には、大きな研究で有名になろうとか、少しでも高ランクの論文を

書こうというモチベーションが足りてなかったと思います。そのせいで、特に卒論の時期

は伊賀瀬さんを悩ませてしまい、すみませんでした。それでも伊賀瀬さんが最後まで指導

してくれたおかげで、卒論を投稿論文に近い形までできたのだと思います。ありがとうご

ざいます。ただ、伊賀瀬さんの下が自分でなければあそこまでできてないという自負もあ

りますね（笑）。伊賀瀬さん指導の下で書いたこの卒論は、自分の一生の誇りです。 

 おさむさんへ 診療に対して自分のこだわりを強く持つおさむさんの姿勢を、とても尊

敬しています。思い返せば診療等で、おさむさんの期待に応えられなかった場面が多かっ

たように思います。この先、もっと鍛えて、また大学にも勉強に来ますので、その時は宜

しくお願いします。あと、もっとたくさん遊びたかったですね。これから山口にも遊びに

行きますし、ぜひ香川にも来てくださいね。できるだけ清潔な家に保っておきます、、、笑 

2. 卒業生から 



 GOCH へ お互い自分のことで手一杯で、うまく支えあうことができなかったのが心残

りかな。でも深夜にジャンチキ食ったりココイチ行ったりして愚痴りあったのはいい思い

出です（笑）それに、同期４人でご飯行ったり飲み会したりするのは本当に楽しかった。

また集まろう。とりあえず、１年後に、JCVIMで！！（ONE PIECE 風） 

 みっすーへ 頑張り屋で、診療やゼミ、学会、イベントの企画とか、バランスよくこな

せるみっすーは、いいキャリアウーマンになると思う。ゆきぽんさんをひきついでいる感

じがするな。これから最高学年として、大変だろうけど、皆をひっぱっていって下さい。 

 ゆきちゃんへ 自分の症例へのこだわりと執着が強かった僕は、たくさん一緒に症例を

見てきたゆきちゃんに特に厳しかったと思う。ごめん。でもその分、一番動物のことをち

ゃんと見ることができるのは、ゆきちゃんなんじゃないかなと思います。知識とか技術よ

り、それが一番大事なことだと思う。僕にとって、最も信頼できる後輩でした。 

 はーちゃんへ 明るくノリのいいはーちゃんが入ってきてくれて研究室が明るくなった

と思う。話しててとても楽しかったよ。人が少ない世代で大変だろうけど、今の内に先輩

にたくさん教わって、後輩もひっぱっていって下さい。 

 さくやへ ちょっとしか接してないけど、意外に気が遣える後輩だなと思った（笑）ど

んどん主体になって盛り上げて、楽しい研究室にしていってくれ。 

 ちゃっぴーへ あんまり接してない割に絡みすぎな（笑）面白いからいいけど（笑）元

藤木班らしいし席同じやし、ちゃんと頑張るんやぞ！！また見に行くからな～。 

 

 思い返せば僕は自分の診療の勉強、自分の実験ばかりで、皆の補助や研究室の雰囲気づ

くりが全然できなかったです。最高学年として情けなく、申し訳ありませんでした。だけ

ど今残るメンバーはそれぞれ明るく優秀だし、臨病をよく知る伊賀瀬さんもこの先、先生

として残るので、先のことは何も心配していません。これからも診療、実験、飲み会と、

楽しく充実した臨床病理で皆さん頑張ってください。 

 結局長くなったし、室誌っぽくないけどまあいいか～ 

 左図:未来への階段を上る僕と GOCH 

 

 



- 卒業生へ - 

酒井 治（博士過程２年） 

 

 藤木くん、黒河内くん、卒業おめでとうございます。二人は僕が大学院に戻って来る前

に、動物病院に勤務しながら大学診療の見学に来ていた時期から研究室にいた学生で、診

療や実験を一緒にしたのはもちろん、様々なイベントでも一緒に過ごす時間が多かったの

で、その分思い出深い学年でもあります。二人とも研究室でたくさん苦労して、たくさん

努力した分、これからも新しい場所で活躍されることと思います。二人とも（ひとまず

の？）進路が臨床ということで、最近臨床について何となく思っていることをお話して、

二人へのメッセージとしようと思います。 

 まず、今回このようなことを書こうと思ったきっかけですが、先日学内でシンポジウム

がありました。基調講演を担当されていた先生のお話が、研究内容の話はもちろんです

が、研究に対する姿勢や研究の面白さについて話されていた内容がとても印象的でした。

実は興味があったので、セミナー前からその先生の HPを見ていたのですが、そこにも同

じような内容が書かれていました。ものすごく端的に一部だけ紹介すると、「研究は新し

いことに挑戦できるが、臨床は基本的には誰が何をしても同じ様になる（べき）なので新

しいことがない」という内容がありました。全てをここで紹介することは難しいのと、間

違って伝わってしまうことが心配なので、興味ある方は一度実際に HPを見てみることを

おすすめします。臨床を中心にされている方にとってはある意味耳の痛い（僕にとっても

ですが）話ですが、まさにその通りだと思いました。そして少し立場と視点は違います

が、僕が普段考えていることと一部関連するような内容だったのではっとさせられまし

た。実際の臨床では面白くやりがいを感じることも多いのですが、やはり時々違和感を感

じることもあります。人医療もまだそういったことが多いのかも知れませんが、獣医療で

もまだまだ、ちょっとした「コツ」を頼りに診療をしたり、他がわからなかった診断・治

療をひらめくことが多いと感じます。そういった時に面白いと感じる事自体は悪いことで

は無いと思うのですが、そういったことがある事自体、獣医療のレベルの均一化や、ガイ

ドライン策定といった点でまだまだ発展が必要なんだと強く感じています。 

そのために勤務している病院でも水準を上げるためにいろいろ試行錯誤していますが、

もっと広い視点でも獣医療の水準を上げられるよう、大学での仕事も頑張っていこうと思

っています。二人も、どうか獣医療全体のレベルアップに貢献できるような獣医になって

ください。その先にどんな面白さがあるのか、一緒に見つけられる日を楽しみにしていま

す。 

 

3. 研究室メンバーから 



 

- あと 1年- 

井上美須珠（5 年） 

                              

 

 臨床病理に所属して 2年が経ちました。そして研究室にいれるのもあと 1年になりま

す。全力で楽しんで後悔のない 1年にしていきたいと思います。 

 この 1年で印象的な出来事はやっぱり学会です。8月に山口県獣医師会、9月に日本獣

医学会となかなかハードな夏を過ごしました。春には夏休みはここに行ってみたいなとか

のん気に考えていましたが当然そんな余裕はありませんでした(笑)色んなことが思うよう

にいかず歯がゆい思いもたくさんしましたが、それでも頑張れば頑張っただけ得られる達

成感も大きく貴重な経験です。学会の後の飲み会や水野先生おすすめと根本先生おすすめ

のあんみつ屋さんに行ったことや卒業生のゆきぽんさんのところに押しかけて鎌倉観光を

したことなどいい思い出もたくさんできました。苦しい時もたくさんありますが、手厚い

サポートのもとこんなにも何かに打ち込むことができることはとても貴重で有難いことな

のだと日々思います。 

 私は今年から就職活動中です。ありがたいことにお休みをいただいて色んな会社に見学

に行ったり、説明会に行ったり、面接されてみたりと色んなことをさせて頂いています。

獣医学部ではない人に会うこともあったり、他大学の獣医学部の人と友達になってその人

と私の友達が知り合いだったりと、とても刺激的です。自分とは異なるバックグラウンド

の人と話すことで新たに気づくこともたくさんありました。 

 色んな人に会い、お話を聞く中で世の中には色んな形で社会に貢献している獣医師がい

ることを改めて感じました。今回の就職活動を経て自分が獣医師として社会に貢献できる

場所が見つかればいいなと思います。 

 

  

3. 研究室メンバーから 



 

- 1年間を振り返ると –        

森永有紀（5 年） 

 

  もうすぐ 5回目の春を迎えようとしています。研究室では、私の支えだった先輩方が卒

業し最高学年という、不安しかない立場になろうとしています。ですが、きっと今までど

うりみんなに迷惑をかけて、手のかかる学生なんだろうなと思います。。。根気強く見守っ

てください。 

 この 1年を振り返ったときに、いろいろ思い出はあるのですがやはり一番に思い出すの

が獣医学会です。 

学会前の 2,3 週間は本当につらかったです。先生や伊賀瀬さんにたくさん手伝ってもらっ

ていた私が言えることではないのですが（笑）。ひたすら実験の毎日で、こんなつらいな

んて…と思ったりしてましたが、それも学会当日には頑張った日々だったなと懐かしむこ

とができるので不思議です。むしろ、発表している間は、緊張ももちろんありましたが思

ったよりも楽しく、発表後の数日は友達や先生と飲みに行ったり、観光で動物園に行った

りと今までになく楽しい毎日で、ほとんどがいい思い出です。今は学会という貴重な体験

をさせてくれた先生には感謝しかありません。なにごとも経験！ 

 また、この 1年は診療でも研究室でも別れの多い年になりました。診療では長い間山口

大学の動物病院に通っていた症例や、自分で問診をとった症例たちが多く亡くなりつらか

ったです。病気を治すことのむずかしさと、常に正しい選択肢を迫られるプレッシャーの

もとで治療の選択を行うことの責任感、大変さを学びました。研究室では去年のゆきぽん

さんに続き今年は 6年生二人の卒業に加えて根本先生の転勤と伊賀瀬さんの博士課程卒業

があります。研究室の雰囲気も大きく変わったように思います。新しく入ってきた 3年生

が今まで以上に盛り上げてくれることに期待です。別れはいつでも悲しいものですが、新

しい場所で頑張る先生や先輩を応援したいです。 

最後に、私事ですが初めて、かるたの試合を見るために滋賀県に行ってきました。

「ちはやふる」という漫画が好きでかるたに興味を持ったのですが、漫画の迫力に負

けない程度には緊迫感のある試合でした。観に行ってほんとに楽しかったです。実験

や勉強も大切ですが、時には趣味を満喫することも大事ですね。 

いつものことですが、 まとまりのない文章になってしまいました(笑)。 あと１

年、頑張りたいと思います。飲み会や BBQ、今年も楽しみにしています。 

 

  

3. 研究室メンバーから 



根本先生と行ってきました！ 

- 韓国旅行 - 

 徳田 陽香（4 年） 

私が所属してからもう一年経ち、研究室に新しい三年生が入り、なんでも知っていて尊

敬できる 6年生のご卒業、明るくて学生に親身になってくださる根本先生のご退任、研究

室はメンバーが大きく変わり、寂しさや新鮮さを感じています。 

この一年間は本当に診療に実験にゼミに新しいことばかりで、充実していて、楽しいこと

もたっくさんあった年でした。 

ここ最近の楽しかった思い出は、根本先生との韓国旅行！！先生と旅行に行けるなんて

入った当初は全然予想していませんでしたが、根本先生はとても明るくて話しやすくて、

私にとってお姉ちゃんや先輩のような身近に感じられるような存在で、旅行も飲み会での

ノリからすぐ実現しました(笑)韓国旅行の初日の BIG イベントは占い！生年月日を書く

と、総合運、金運、恋愛運全部を占ってくれます。一番印象に残っているのは私と先生は

お金が大好き、先生は純情で私は計算高いといわれたこと。やっぱり共通点があるから話

が合うんだなあと感じる反面、私の方が計算高いのはほんとかなー？と思います(笑)他に

も様々なことを言われましたが、基本褒めてもらえるので先生も私も旅行中は占いの話に

夢中でした。3泊 4日の旅行でしたが、ひたすら食べてショッピングして、マッサージで

ゴリゴリされて、盛沢山な女子旅で本当に楽しかったです。先生とこんなに仲良くなれた

のは根本先生だったからだと思います。何かいいことがあった時もしんどいときも、すぐ

気づいて声をかけてくださったり、いつでも明るくいてくださった先生のおかげで楽しく

研究室生活を送れました。本当に大好きな先生で感謝しています！また絶対会いに行きま

す♡  

いつも何度も質問しても丁寧に教えてくださる水野先生や研究室の先輩方、いつでも話

を聞いてくれたり各研究室で頑張っていて刺激をくれる同級生、たくさんの方に支えられ

ていることを日々実感し本当に感謝しています。いまだに卒業後の目標は立てられずにい

ますが今は目の前のゼミや診療、実験一つ一つに対して目標をもって取り組んで、二年後

には今よりもたくさんの武器を身に着けて卒業できるように頑張りたいと思います！診療

や実験では検査結果の評価や治療、実験結果について自分でしっかり考えられるようにな

る、先生に少しは自分の意見を言えるような知識を身に着ける、ゼミは論文を理解するの

はもちろん、分かりやすく人に伝えれるものにすることを目標にしたいです。 

ご迷惑おかけすると思いますが、これからもよろしくお願いします。 

 

3. 研究室メンバーから 



- 人生の夏休み - 

稲永咲耶（３年） 

 

 

 大学生活といえば「人生の夏休み」とか言われることがありますが、研究室に入る前の

僕の生活はまさにそれでした。学校終わって遊んでバイトして飲んで・・・の生活で夜遅

くまで起きて次の日の授業を寝坊とかで休みがちで、研究室に入る前は朝起きれるのかど

うかめちゃくちゃ不安でした。 

ただ僕は新しく入ったばかりで研究室活動で生意気するのが嫌だったので、気合いで起き

ていました。遅刻してしまったことはありますが・・・。最近は早起きにもだんだん慣れ

てきて、遅くまで遊んでいても起きれるのでやっぱ慣れだなぁ～と思いました。（笑） 

薬理の佐藤先生がよく「学生のうちは寝ないでも大丈夫だ」って言ってたので、今後も寝

坊しないように気をつけながら勉強と遊びを両立していこうとおもいます！ 

 

あと、研究室活動について抱負を。 

診療：ぱっちさん、みっすーさん、はーちゃんさんにできるだけ迷惑をかけないように、

教えられたことはすぐに覚えて先輩らの手助けができるようになりたいです。 

   どの先輩もいろんなこと知っててほんとに尊敬できるので僕も来年、再来年そんな

先輩になれたらなぁと思います。 

そして 5 年生の実習のときに他の研究室の同級生にドヤ顔したいっす。（笑） 

実験：今失敗ばかりで伊賀瀬さんや水野先生には迷惑かけっぱなしなので、頑張らないと

って思います・・・！一刻も早く自律できるようになって、4 年生のうちに県外で

発表してみたいです。それから観光も！（笑）タダで行けるのは魅力的。 

   目標は大きくしといたがいいから、伊賀瀬さんの学部生時代くらい学会にいくこと

を目標にしときます！ 

 

最後に僕の名前のとこの写真の紹介しないと！家で飼ってるコーンスネークです。 

爬虫類・両棲類が大好きなのですが、残念なことに大学の病院は犬猫しかこないから学生

の間にエキゾチックアニマルの動物病院に実習とか行ってみたいです。 

 

3.研究室メンバーから 



- 初めまして - 

宮西恭平（３年） 

 

 

 去年の 12月からお世話になってます、宮西です。実はこの 1年間は生きてきた 21年間

の中でもっとも濃い 1年でした。酔っ払って記憶を無くしている間に彼女と別れた事に始

まり、人生で初めてバックパッカーをしてタイとラオスを駆け回ったり、趣味のアカペラ

で全国大会に出場することができたり、獣医学部とは全く関係ないことで色々な経験をさ

せていただいた年、で終わるはずでした。しかし、研究室配属というなんとも残りの学生

生活 3年間に大きく関わるイベントがありました。僕は遊びに全力を注いできた人間だっ

たものでしたからもちろん暇な研究室に行って残りの学生生活を謳歌する気満々だったの

ですが、幸か不幸か自己啓発を受けやすい体質のおかげで臨床病理学的研究室に入れてい

ただく事になりまして、怠惰な生活週間に終止符を打つ事になりました。 

今は診療や実験をはじめ研究室の雰囲気に慣れる事で精一杯ですが、これからも必死に食

らいついて自分を変えていけるように頑張ります。 

 

  

3.研究室メンバーから 



 

最近の楽しみのひとつは上橋菜穂子さんの守り人シリーズを読むことです。 

 

私のおすすめポイントは・・・。 

・主人公のバルサという 30代前半の短槍使いの女用心棒がとにかくかっこいい。 

・世界観に惹き込まれる。バルサが雇われる様々な国にはそれぞれに豊かな自

然や文化があり、そこで暮らす人々の様子まで鮮明に伝わってくる。 

・どんな敵にも様々な人生があり、単純に憎めない。 

・バルサが出会う子どもたちが、大人の争いに巻き込まれながらも、懸命に生き

ていく姿がけなげで愛おしい。 

・架空の食べ物が本当においしそう。カリッと焼いてあって噛むと脂がジュっ

と出る炙り鳥など、食べてみたいものがたくさん出てくる。 

 

 

児童文学なのでとても読みやすいです。息抜きにぜひ読んでみてください。 

 

                        

    平成 31年 4月 井上 公美 

  

3. 研究室メンバーから 



- 2年間の一次診療現場を経験して - 

福島 健太 

 

 

 皆様こんにちは、2017年度卒業の福島健太です。 

 僕は臨床病理研究室が設立した最初年度の学生だったのでまだまだ若輩者ですが、今回

室誌掲載のお話を頂いたので僭越ながら寄稿させていただきます。 

 2年前に臨床病理学研究室を卒業して、現在は下関の一次診療病院で勤務医として働い

ています。研究室時代に内科系診療に携わらせていただいた僕が、一次診療を始めて最初

に感じたのは、件数の多さと病気のバリエーションの豊かさ、そしてオーナーさんとの距

離の近さです。在学中にみていた数倍の症例が毎日訪れるので、それぞれの症例と病態を

把握するのに苦労しました(もちろん 1件あたりの密度は全然違いますが)。また、オーナ

ーさんにとって獣医師は何でも知っているのが当たり前で、一般的な病気の話から問題行

動、出産、介護、怪我した野鳥の扱いに至るまで、相談される内容は多岐に渡ります。 

 診察内容についても、一次診療では予防接種にきた健常症例もいれば、緊急対応が必要

な症例もいて、とても振れ幅が大きいです。さらに、血液検査や画像検査はルーティーン

に行えるものではないので、「なぜこの検査が必要なのか」「どういった病気を疑ってい

るのか」といった事を説明して、オーナーさんに納得していただかないといけません。重

大な病態は見逃さず、しかし必要のない検査を行わない、といったバランスが重要になっ

てきます。 

 一次診療の現場も覚える事や必要な技術がとても多く、凄く大変なように書いてきまし

たが、実際には楽しく過ごしています。「獣医師になる」という夢が実現して、今度は

「より良い獣医師になる」という目標が生まれ、大きなモチベーションに繋がっているか

らです。そして学生時代の研究室生活も、今の自分に役に立っていると思います。研究室

時代には、毎日の診療と並行して実験を行いつつ、授業や試験もクリアする必要がありま

した。その為、時間をうまく工夫し、限られた時間でなんとかやりくりする為の方法を学

びました(どうにもならない時は徹夜でしたが、それも良い思い出ですね)。現在の勤務内

容としては診療のみになりますが、多様なバリエーションや説明の難しさに対応する為、

研究室で培った時間術が役立っています。また、麻酔や手術など学生時代には関わりの薄

かった分野に対して臆せず楽しみながら学べたのも、研究室時代に勉強する土台が出来て

いたからかな、と感じています。今ではこれらの範囲も好きな分野になっていて、少し難

しい手術や麻酔があると、熱が入ります。 

4.OB から  



 個人的な所では、今うちには愛猫が 2匹同居中です。猫たちと暮らす事で、よりオーナ

ーさんの気持ちに寄り添う事ができるような気がします。実際にはそんな建前よりも僕自

身が毎日癒されているのですが、、 

 また、この 2年間で様々な症例を診察させてもらいましたが、「これだ！」という専門

分野が定まらなかった事が今の悩みなので、全体的なスキルアップだけでなく、スペシャ

リストと呼ばれるような得意分野を決めて伸ばしていく事が次の目標です。 

 

 最後に、最近良いなと思った言葉を 1つ。 

「脱皮できない蛇は滅びる」ニーチェの言葉だそうです。出典を読んだことはないのです

が、ある教科書に載っていたものを頂きました。滅びるかどうか、だけで考えるとちょっ

と暗い感じがするので、「脱皮できれば滅びないし大きくなれる、あわよくば翼も生える

かも？」と考えるようにしています。臨床病理学の研究室では、様々な分野を学ぶチャン

スがあると思います。学生の皆さんは授業も多く、研究室の活動は大変な部分もあります

が、学生時代に学んだ内容は必ず役に立つので、色んな事に挑戦しやりたい事を模索し

て、そして是非楽しんでください。 

 

 

 



 

 

 

5. アンケート企画 



 

 



名前 学年 メールアドレス 就職・進学先

水野拓也 教授 mizutaku@yamaguchi-u.ac.jp

根本有希 助教 y-nemoto@azabu-u.ac.jp 麻布大学　助教

井上公美 技術補佐員 i-kumi@yamaguchi-u.ac.jp

伊賀瀬雅也 博士4年 m.igase@yamaguchi-u.ac.jp 山口大学 臨床病理学研究室　助教

酒井治 博士2年 g011tm@yamaguchi-u.ac.jp

黒河内陽介 6年 y.kurogochi@gmail.com ミズノ動物クリニック

藤木範之 6年 fujikinoriyuki@gmail.com 四国動物医療センター

井上美須珠 5年 u004tb@yamaguchi-u.ac.jp

森永由紀 5年 u028tb@yamaguchi-u.ac.jp

徳田陽香 4年 v013tb@yamaguchi-u.ac.jp ミズノ動物クリニック

稲永咲耶 3年 w002tb@yamaguchi-u.ac.jp 四国動物医療センター

宮西恭平 3年 w026tb@yamaguchi-u.ac.jp

< 研究室メンバー >

mailto:y-nemoto@azabu-u.ac.jp
mailto:y-nemoto@azabu-u.ac.jp
mailto:m.igase@yamaguchi-u.ac.jp
mailto:y.kurogochi@gmail.com
mailto:fujikinoriyuki@gmail.com


名前 卒業年 ご所属 メールアドレス 住所（可能であれば）

野口俊介 大阪府立大学　獣医放射線学研究室　准教授 snoguchi@vet.osakafu-u.ac.jp

根本有希 麻布大学 y-nemoto@azabu-u.ac.jp

上林聡之 2006年 山口大学　獣医内科学教室　助教 s-kam@yamaguchi-u.ac.jp

武本浩史 2006年 おおさき動物病院・獣医師 moti-magu.fujifab@ezweb.co.jp 千葉県船橋市前原東3－36－10

鈴木綾一 2007年 BELL動物病院・院長 rs20010225@yahoo.co.jp 静岡県富士宮市城北町755

時政陽雄 2007年 株式会社エルザクライス　どい動物病院龍野エルザ・院長 toki.the.rocker@docomo.ne.jp 兵庫県たつの市龍野町冨永715

武田（髙橋）美穂 2008年 静岡市役所 norwegian@cat.tnc.ne.jp

大川拓洋 2010年 株式会社ベットワーク　社長 info@vetwork-animals.com

栗尾雄三 2011年 ユナイテッド横浜くりお動物病院 info@kurioaimec.com

江馬康夫 2011年 浜松市食肉衛生検査所 ye-130162057891.nkuz@ezweb.ne.jp

柳瀬拓磨 2012年 大阪市公務員 takuma.yanase@gmail.com

梅城（水島）沙織 2012年 大日本住友製薬株式会社　研究職 saori.u68@gmail.com

山中恒星 2013年 大分県豊肥保健所 k.y.star0225@gmail.com

中谷亮太 2013年 オレンジ動物病院（兵庫県） veterinariantarako@gmail.com 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町5丁目20番ライオンズマンション鈴蘭台参番館105

片山貴朗 2014年 広島県庁　職員 kt1990919@yahoo.co.jp

Jason (Hwang Chung Chew) 2014年 アストラゼネカ株式会社（東京本社） chungchewhwang@gmail.com

濱村友紀 2015年 浜村動物病院　勤務医 yukihama0717@yahoo.co.jp

福島健太 2016年 ラリーペットクリニック 勤務医 fkenta1021@gmail.com

正司麗葉 2016年 スマイル動物病院　勤務医 kazha.shosu@gmail.com

川野浩志 2017年 プリモ動物病院 練馬 動物アレルギー医療センターAAMC 院長 nerima@jprpet.com

長谷川友紀 2017年 Meiji Seika ファルマ 株式会社 yuki.m2m7@gmail.com

黒河内陽介 2018年 ミズノ動物クリニック y.kurogochi@gmail.com

藤木範之 2018年 四国動物医療センター fujikinoriyuki@gmail.com

< 卒業生の連絡先一覧 >

mailto:snoguchi@vet.osakafu-u.ac.jp
mailto:y-nemoto@azabu-u.ac.jp
mailto:moti-magu.fujifab@ezweb.co.jp
mailto:rs20010225@yahoo.co.jp
mailto:toki.the.rocker@docomo.ne.jp
mailto:norwegian@cat.tnc.ne.jp
mailto:info@vetwork-animals.com
mailto:info@kurioaimec.com
mailto:ye-130162057891.nkuz@ezweb.ne.jp
mailto:takuma.yanase@gmail.com
mailto:saori.u68@gmail.com
mailto:chungchewhwang@gmail.com
mailto:yukihama0717@yahoo.co.jp
mailto:fkenta1021@gmail.com
mailto:y.kurogochi@gmail.com
mailto:fujikinoriyuki@gmail.com


 

 著者／山口大学臨床病理学研究室 一同 

 監修／水野先生・ 伊賀瀬 先生 

 企画／井上 美須珠 
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