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今回，
私はACVP/ASVPC学会に参加

実は，
私は英語がとても苦手です。5年
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生検や剖検の標本作りから仮診断をす
るところまでやらせていただいています。好きな組織像は
悪性末梢神経鞘腫，
好きな染色はアルシアンブルー。
両親とも動物が好きで，
幼い頃から頻繁に動物園に連
れて行ってもらっていたこともあり，
小学生の頃から将来
の夢は｢獣医さん｣でした。
ゴールデンハムスターが大好
きで，
今までに3匹飼っていました。エキゾチックアニマル
に興味があり，
将来は小動物臨床に進みたいと考えて
います。ホームドクターとして飼い主に寄り添い，
しっかり
とした診断をもとに治療が出来るジェネラルな獣医師に
なりたいです。
また，
研究室活動の中で腫瘍に触れる機
会が多いため，
今後は腫瘍学についてさらに学びたいで
す。
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たけれど，
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がわかず，
私は本当にアメリカの学会に

くことはとても光栄でした。
今回の経験
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行くことになっているのだろうか，
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が糧となるように，
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ミステリースラ

ター発表をすることになっているのだろ

きたいと思います。
また，
今回のように海
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飲み物やお菓子が

うかと，
現実味を帯びない感じでした。
ア

外の学会に参加できる機会があれば，
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私もマカロンを食べな

メリカの学会に行くのも初めてですし，

た参加したいと思いました。

がら発表を聞きました。
神経腫瘍の分類，

学会発表は日本でさえしたことがない，

診断のポイントや，
ラッコ，
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英語は上手に話せない。
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次。獣医病理学研究室所属。高校生のときに，
飼っていたハ
リネズミの乳腺部腫瘤を病理組織検査会社で診断していた
だいたことで，
病理学というものを知り，
興味を持ちました。
エキ
ゾチックアニマルの病理を学びたいと思っていたところで，
ちょうどまさにそれを専門としている先生が日大に来られたの
で，
驚くとともに，
これも何かの縁なのかなと不思議に思いまし
た。現在は，
研究室で生検や剖検に携わりながら，
エキゾチッ
クアニマルを含めたさまざまな動物の病理について学んでい
ます。
とくにハリネズミは子宮疾患や腫瘍疾患が多く，
腫瘍の
バリエーションも豊富なので，
これから，
このようなハリネズミの
疾患について研究していけたらと考えています。今後は大学
院へ進学し，
将来は診断病理に携わり，
病理学という立場か
ら，
動物や飼い主，
臨床医の助けになれるような獣医師になり
たいと考えています。
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