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コロナ禍における獣医学教育

日本大学生物資源科学部　学部長　丸山　総一

　2019年 12月に中国武漢で発生した新型コロナ

感染症（COVID-19）は，瞬く間に世界中に蔓延し，

現在まで患者約 3億 8700万人，死者約 571万人

（2022年 2月 7日現在，WHO）という感染症とし

ては未曽有の被害を及ぼしています。各国でワクチ

ン接種が進んでいるとはいえ，世界的にみるといま

だに収束の兆しは見ていません。

　COVID-19が発生した後，2020年 4月に政府は

第 1回目の緊急事態宣言を発出し，学校の休校を

はじめとして，百貨店や映画館等多くの人が集まる

施設の使用制限，飲食店の休業要請・時短営業など

が行われました。それに伴い，各大学も急遽卒業式

や入学式を取りやめ，新学期はオンデマンド授業や

Webによる授業を取り入れて対応することになり

ました。

　大学の講義・実習に関していえば，理系，特にコ

アカリキュラムに基づいて行う医学・歯学・薬学・

獣医学系の各大学では，大変苦労されたのではない

でしょうか。近年，e-ラーニングが普及しつつあ

りますが，獣医学教育では実際に生体（動物）を見

て，触れることで，感覚的に理解できることも多く

あります。また，臨床実習を行うための基本的な臨

床能力を確認する実技試験である OSCE（Objective 

Structured Clinical Examination）は，面接，身

体検査，基本技術などが含まれるので，対面でない

と対応が難しいと思われます。

　私立獣医科大学協会に加盟している各大学でも，

コロナ禍においてそれぞれ感染対策に工夫をして授

業・実習を実施されたことと思います。日本大学を

例にとりますと，1回目の緊急事態宣言の時は，完

全な入構制限を実施していましたので，研究室活動

は全面禁止となり，講義・実習ともにオンデマンド

で行いました。当初，時間割通りにオンラインで講

義をすることも案としてはありましたが，各家庭の

インターネット環境などを配慮して，学生がイン

ターネットに接続できる時間帯に自由に授業が受け

られるようにと，Google クラスルームを用いたオ

ンデマンド授業が採択されました。音声を含む講義

資料をパワーポイント等で作成し，それをMP4ファ

イルに変換してクラスルームにアップするのです

が，アナログ世代の私は，慣れない操作に四苦八苦

しました。また，実際に自分のオンデマンド授業を

聞いてみて，活舌の悪さや話す際の癖なども分かり

ました。学生たちはいつもこのような講義を受けて

いたのかと，反省する部分も多々あり，それ以降は

学生目線での講義を心掛けるようにしています。実

習に関していえば，若手の先生方がポイントとなる

手技や手法をビデオで撮影して，短時間にまとめる

等それぞれ工夫をして対応していただけました。一

方で，オンデマンド講義・実習は不評かと思いまし
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たが，学生たちからは自分のペースで学修できる，

分からないところを何度も復習できると，新たな効

果があることも分かってきました。その後は，獣医

学科の学生は国家試験を受験することを考慮して，

すべての授業・実習を対面で実施することにいたし

ました。入構の際には，校舎の入り口でアルコール

消毒と体温測定をし，学生証で入構をチェックしま

す。講義室では，学生はマスク着用の上，指定の席

に間隔を空けて着席し，講師もマスクを着用して

シールドのある教卓の前で講義をします。講義終了

後は，アルコールシートで講師は教卓を，各学生

には机を消毒してもらいます。実習は，3密を避け

るために，１学年を４班編成にして，同じ内容を 4

回行っています。実習の説明はビデオで行い，事前

に学生に見てもらい，実習室では短時間で必要最小

限の操作を行うようにしています。このような厳し

い対応を取っておりましたので，患者が急増した第

５波の際にも学内での発生はありませんでした。今

後，with コロナ，postコロナの時代に，どのよう

な形態で授業を進めていくのが学生・教員にとって

良いかを模索していくことになるのではないでしょ

うか。

　現在のようにいろいろなことが制限された授業・

実習の形態や学生生活は，本来の大学の姿とはいえ

ません。大学は，学生たちがそれぞれの目的に向

かってのびのびと学び・研究し，豊かな人間性を形

成していく場でもあり，かけがえのない友人を作る

場でもあります。大学はただ単に知識や技術を学ぶ

場ではなく，社会性や人間形成の場でもあるという

ことを私たちは強く認識しなければなりません。特

に，人と接し生命を扱う機会の多い獣医師を養成す

る上において，これらはとても重要な要素ではない

でしょうか。

　関東圏では 2021年 9月 30日に 4回目の緊急事

態宣言が解除されましたが，現在は世界各国でオミ

クロン株による感染拡大が起こっており，気の抜け

ない状況はしばらく続くと思われます。早くこのよ

うな状況が収束し，学生たちであふれるにぎやかな

キャンパスが戻ってくることを願ってやみません。

獣医学振興　第10号
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特別寄稿

獣医学教育支援機構の歴史と今後の展望

私立獣医科大学協会　会長　髙井　伸二

はじめに
　私事で恐縮だが、今から 47年前に大学生となり、
学部 2年生となった 46年前から 4年制獣医学教育
を受け、その後大学院修士課程を修了し、当時の北
里大学獣医畜産学部に入職、41年間務め、2021年
3月末に定年退職した。この間、獣医学教育体制の
中で最も大きな変革であった 4年制教育から修士
積み上げ 6年制を経て 6年制一貫教育への移行過
程を、一教員（助手）として体験し、平成 21年 (2009)
からは獣医学教育改善・充実の活動の一環のひとつ
である獣医学共用試験の構築と獣医学教育支援機構
の立ち上げを全国 16大学の皆さまと一緒に取り組
むこととなった。本稿では、これまでに至る先人に
よる獣医学教育改革の概要と、私達の世代が関わっ
た事業を紹介し、未だ道半ばである獣医学教育改革
の将来と私立獣医科大学の在り方を、人口縮小社会
の問題ともあわせて考察したい。　

獣医学教育改革の歴史
改善運動　第 0 期 (1950-70)　表１
　戦後、GHQによる教育改革により、昭和 22年
に教育基本法と学校教育法が公布され、同年 4月
から６・３・３・4年の新しい教育制度が開始された。
GHQからは獣医学教育の修業年限も医学・歯学と
ともに 6年制を勧告されたが、残念ながら、獣医
学はその機運には至らないとの理由で 6年制への
移行の機会を逸してしまった。
　それでは、最初の「獣医学教育の年限延長」の活
動はいつ始まったのか？　

　昭和 25年 11月に日本獣医師会獣医事審議会の
越智勇一会長から、当時の文部省・中央教育刷新審
議会に「獣医学教育の年限延長」の要請書が提出さ
れた 71年前に遡る。
改善運動　第Ｉ期（1971-90）
　昭和 37年 4月、昭和 45年 11月と、合計 3度に
渡って「文部省・中教審」に対して「獣医学教育年
限の延長」が越智会長から要望された。
　改革の歯車が動き出したのは、越智勇一先生が
会長に就任された日本学術会議から、昭和 46年に
「獣医学修業年限延長について（勧告）」が発出さ
れ、これを受けた農林省畜産局長が文部省大学学術
局長宛てに獣医学教育年限延長の要望を昭和 47年
に提出、文部省は昭和 50年に「獣医学教育の改善
に関する調査研究会議」を発足・審議を経て、昭和
52年の獣医師法改正・昭和 58年の学校教育法一部
改正に至る。詳細は表１と関係の論文を参照された
い。これは、当初から獣医学教育 6年制の必要性
を主張された越智勇一先生の不撓不屈の精神と強力
なリーダーシップと実行力によるものと記述されて
いる。昭和 25年の要請から 33年後の法改正であっ
た。
　修士積み上げ 6年制は昭和 53年入学者から始ま
り、4年制学部教育後の大学院修士課程修了によっ
て国家試験受験資格が付与された。昭和 59年入学
者からは 6年制一貫教育となり、4年制博士課程が
新設された。
　昭和 52年 5月 11日と 19日の衆議院と参議院農

獣医学教育支援機構　理事長
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林水産委員会において獣医師法の一部を改正する法
律に対し附帯決議がなされており、この付帯決議が、
これ以降の改善運動の根拠となっているので、付帯
決議の内容を以下に記載する。

「政府は , 畜産の振興と公衆衛生の向上に果たす獣医師の役割の

重要性に鑑み、獣医学教育内容の整備充実を図り、獣医師の処

遇の改善について検討するとともに、本法の施行に当たっては

下記事項の実現に努めるべきである」

1. 将来の獣医学教育のあり方については、学校教育法の改正に

よる学部 6 年制方式を実現するよう引き続き検討すること。

2. 6 年制獣医学教育の実施に当たっては、6 年一貫教育が実質

的に実現できるよう措置するとともに、修士課程の急速な定員

増に対応した教員の確保、および施設設備の整備について、と

くに私立大学に対し格段の助成等の措置を検討すること。

3. 獣医学教育の年限延長にともない必要となる学資の負担増に

対しては、奨学金の活用等によりその軽減に努めること。

4. 産業動物獣医師の農村定着化のための施策を一層強力に推進

するとともに、「雇い上げ獣医師手当」の改善および家畜診療所

の整備等に努めること。

5. 今後における魚病対策の重要性に鑑み、魚病に関する研究体

制を整備し、その教育内容を充実するとともに魚病技術者の養

成確保に努めること。

　以上のほか、衆議院農林水産委員会の附帯決議では「卒業後

における産業動物獣医師等の実地研修体制の整備拡充を図るこ

と」と、飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律の

施行に関連し、家畜衛生対策の一層の強化を図ることが強調さ

れている。

改善運動　第 II 期（1997 〜 2006）
　第 I期で６年制教育の枠組みが決まり、第 II期
はその教育内容と教育体制を整える時期であった。
平成 9年に大学基準協会による「獣医学教育に関
する基準」改定されたが、国立１０大学では教員数
の増加はほとんどなかった。従って国立大学の再編
整備運動が再燃したが、十分に議論されない中で、
平成 14-16年に国立大学の法人化の大きな流れも
重なり、その活動はクールダウンし、統廃合はフリー
ズした。一方、私立 5大学では「獣医学教育に関

する基準」を目標とし、5大学の教育研究体制・施
設設備・大学病院などに関する相互評価を開始し、
私立大学間の切磋琢磨と自助努力によって教育内容
と教育環境整備の道筋を模索する活動を継続した。
改善運動　第Ⅲ期 （2008 〜 2021）　表２
　医・歯学教育改善・充実の一環として、平成 13
年（2001）3月文科省「医学・歯学教育の在り方に
関する調査研究協力者会議」から「21世紀におけ
る医学・歯学教育の改善方針について」が報告され、
改善の大きな 2本柱となっているのが「モデル・コ
ア・カリキュラム」に基づいた教育カリキュラムの
改革と共用試験の実施であった。平成 17年（2005）
から医学部・歯学部とで組織する医療系大学間共用
試験実施評価機構による「共用試験」と「診療参加
型臨床実習」が開始された。
　薬学部では 6年制課程の設置が改正学校教育法
および改正薬剤師法により平成 18年 (2006)からス
タートし、法律の付帯事項として「薬学共用試験」
と「約半年の薬局病院実務実習」が必修化された。
　このような 6年制医学・歯学・薬学の教育改善・
充実の流れを見据え、文科省・専門教育課は獣医
学教育改革の方向性を検討するために平成 20 年
(2008)11月 17日に「獣医学教育の改善・充実に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議）が
設置されたところから第 III期の改善運動が始まっ
た。
第 1 期　調査研究協力者会議（H20-H23）
　協力者会議は 2年半で 11回の議論を経て、平成
23年 (2011)5月に、「国際水準の獣医学教育の実施」
に向けた４本柱の方針「今後の獣医学教育の改善・
充実方策に関する報告書」が提案・公表された（図１）。
　①　教育研究体制整備

　②　モデル・コアカリキュラムの策定・実施

　③　分野別第三者評価の導入・実施

　④　共用試験の導入・実施　

第２期　調査研究協力者会議（H24-H26）
  第２期調査協力者会議が、1)教育改革の進捗状況
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のフォローアップと今後の推進方策、2) 公務員・
産業動物分野の獣医師の育成に向けた今後の獣医師
養成の在り方（入学定員の在り方を含む）、3)獣医
学分野における教育者・研究者養成の在り方の 3つ
の論点について 2年間で 18回の審議が実施された。
平成１９年からこの間に、愛媛県は新獣医学部設置
のために構造改革特区による規制緩和 -獣医師の定
員増の規制の地域解除 -の提案を 11回行っており、
文科省はこの構造改革特区提案に対して「提案の実
現に向けて対応を検討中」と回答していた。愛媛県
（加計学園）はその後規制緩和を行うことを目的と
した内閣府の国家戦略特区に提案し、獣医学部が新
設された。文科省の事前打ち合わせ無しの大学が日
本で初めて誕生した。
獣医学共用試験調査委員会の設置（H21 年 12 月）
　協力者会議の審議が始まって 1年後の平成 21年
12月に全国大学獣医学関係代表者協議会（全獣協）
は「獣医学共用試験調査委員会」を設置し、年度末
までに獣医学共用試験の検討を諮問した。
獣医学共用試験導入・実施
　平成 22年 3月に「獣医学共用試験に関する答申
書」が全獣協に提出され、総会での承認後に「獣医
学共用試験準備委員会（16大学から委員選出）」が
同年 11月に設置され、共用試験実施工程の検討が
始まった。平成 23年 9月に全獣協で「共用試験実
施工程（案）」が承認され、平成 28年度（2016）
から獣医学共用試験を実施することが決定した。平
成 24年 4月から「獣医学共用試験委員会」が立ち
上がり、16大学からの委員が○ vetCTB小委員会、
○ vetCTB問題内容検討部会、○ vetCBT問題
フォーマット・マニュアル小委員会、○ vetOSCE
準備小委員会、○トライアル実施小委員会、○広報
委員会の 6小委員会に配置され、活動を開始した。
本格実施年度が平成 28年度と決まり、4年生の後
期授業終了後或いは 5年生前期に vetCBT或いは
vetOSCEを受験することになった。これは、各大
学のカリキュラムと vetCBTの出題範囲との摺り合

わせにより、それぞれの大学の事情によって開催時
期を決定することとしたためである。尚、共用試験
が開始される当該学年の入学募集要項にもその旨と
経費を記載した。
　平成 24年から 26年の 3年間に獣医学共用試験
システムを完成なければならず、科研費（基盤Ａ）「参
加型臨床実習生の質の確保のための獣医学共用試験
の開発的研究」が採択され、その資金によって問題
作成・精選システム・出題評価システム・実技内容
(OSCE問題 )と評価などの難題を 6つの小委員会
の構成員が獣医学教育改善・充実を担うという使命
感と責任感で、昼夜を問わずのボランティア活動に
ご尽力頂いた。ここではその詳細を省略するが、機
構理事長在任中に獣医学共用試験に至る各種委員会
資料を取り纏め、記録として残したい。
　3年間の活動経費は基盤Ａに配分された総額
4381万円 (直接経費 : 3370万円 )であったが、対
面会議での委員会は交通費の関係で、多くの場合は
学会・全獣協など会議開催時に開催し、CBT問題
の作成もWeb上で入力し、精選委員もWeb上で問
題を精選・校正するシステムを開発した。医学・薬
学の共用試験実施機構の関係者を講師に招聘し、具
体的な方策の勉強会を繰り返し、獣医学会での特別
講演で大学教員と情報を共有し、予算規模が小さな
獣医学における共用試験の実施方法を模索した。
　共用試験問題は全国 16大学教員全員に作成依頼
を掛け、コアカリキュラムの項目に沿って問題を作
成頂き、精選委員が手を加え、最終的にはトライア
ルによって 4年生に解いて貰うことで個々の問題評
価を行い、良問を選択するという作業を行った。パ
ソコン上での出題であり、受験生が他の画面を覗く
不正が起こらないよう、出題用の問題は 6セット
準備し、順不同の出題システムを構築した。当初は
iPad利用という受信側を同じ機器でというコンセ
プトを考えたが、様々な問題もあり、各大学の PC
センターを利用することになった。この場合、出題
画面が正確に出るかどうかなど、事前準備が必要で
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あったが、情報システム開発企業との連携で全てク
リアーできた。
　vetOSCE小委員会では、試験問題、試験実施要
領の作成、事前学習の整備、更に全国の大学におけ
る講習会を実施することで試験実施の理解を深めて
いった。同時に、模擬クライアントの養成などきめ
細かな対応が展開され、本格実施の準備が整えられ
た。
　各大学の共用試験担当教員には最初から最後ま
で、様々なご苦労をお掛けしたことを、紙面をお借
りして改めてお詫びし、また、無事に第 5回共用
試験が実施できたことを心より感謝申し上げる。
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム
　文科省から委託研究「獣医学教育モデル・コア・
カリキュラムに関する調査研究（東京大学）平成
21年 7月～平成 23年 3月」が出され、医歯薬に
おける流れに沿った改善運動が動き出した。獣医学
教育モデル・コア・カリキュラムは平成 23年 3月
に初版が刊行され、平成 24年 3月に改訂版が出さ
れた。平成 24年度版を用いて、以下の共用試験問
題が作成されることになる。平成 30年には「日本
の多様な獣医師職域に対応するとともに世界標準と
なる獣医学教育を実践する」という改定の趣旨で、
第二期のモデル・コア・カリキュラム委員会が発足
し、令和元年 3月に改訂版が発行された。
共同学部・共同学科の設置：教育研究体制整備
　協力者会議において提案された「国際水準の獣医
学教育の実現」の 5本柱の一つが、教育体制の充実
であり、大学設置基準第 43-49条に基づく共同学部・
共同学科の設置であった。32単位以上の単位互換
を必要とするこの教育体制では、両大学の教員数を
加算した教員集団が共同で教育していると認められ
ている。この共同教育という方策が統廃合へと続く
のか、或いは共同のまま続くのか、人口縮小社会が
解決の糸口となるのか、暫くは様子を見守ることに
なる。表３に共同教育課程・共同獣医学部・共同学
科の関係大学を記載した。先の付帯決議では「学部

6年制方式」と明記されており、近い将来を期待し
たい。
分野別第三者評価の導入
　全獣協会議・第三者評価小委員会と大学基準協会
の獣医学教育評価検討委員会において検討され、平
成 26年 3月 28日の全獣協会議でその内容が合意
された。平成 28年（2016）5月 23日に「獣医学
教育に関する基準」を改定され、分野別評価事業と
して平成 29年（2017）から「獣医学教育評価」を
開始し、平成 29年に麻布大学、30年に日本大学・
酪農学園大学・鹿児島大学・山口大学、令和元年に
北里大学・大阪府立大学が適合と認証された。
　同時期に、共同教育を行っている国立大学 4校
で国境を越えて獣医学教育を評価している組織によ
る第三者評価を目指し、文科省の「国立獣医系４大
学群による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携
体制の構築」（平成 24～ 29年度）による支援を受
け、2019年に欧州獣医学教育機関協会（EAEVE: 
European Association of Establishments for 
Veterinary Education）による認証を取得した。現
在、酪農学園大学において同協会の国際認証取得に
向けて準備が進んでいる。
獣医学教育支援機構
　「共用試験実施工程」によって獣医学共用試験の
本格実施が平成 28年度と決まり、その前年に「NPO
法人獣医学共用試験センター」設置というシナリオ
に沿って動いていましたが、法人の定款作成段階
で、その機能が多岐にわたることから全獣協におい
て「特定非営利活動法人・獣医系大学間獣医学教
育支援機構（提案者・尾崎博先生）」という名称が
承認され、所轄の東京都へ申請し、2015年 6月 17
日に法人設置認証を受けた。定款第 5条に記載さ
れた事業内容は以下の通りである。組織図を図２に
示す。
　（1） 獣医系の大学等の共用試験の実施及び評価に関する事業

　（2） 共用試験の問題、課題及び成績等の管理に関する事業

　（3） 共用試験の内容及び方法の改善を図るための組織的な研
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　究及び研修に関する事業

　（4） 獣医系の大学等における教育内容とその評価の発展充実

　を図るための学術研究活動・研修事業・啓蒙・普及活動等の

　実施並びに資料収集及び公開・提供等に関する事業

　（5） 獣医系の大学等における上記事項の連絡調整に関する事業

　（6） その他目的を達成するために必要な事業

　現在、機構では共用試験に関する事業の他、全獣
協の事務事業に加え文科省・大学における公共獣医
事教育推進委託事業「獣医学アドバンスト教育プロ
グラム構築推進委託事業 (VPcamp)」と「畜産等分
野における全国的実習システムの構築 (VFap)」で
開発・実証された事業が実施されている。2年前に
機構に移管され、これまで構築された関係機関・団
体・自治体・教育機関等における学外実習（インター
ンシップ）を推進している。現在、事務局長 1名
と事務員 3名が非常勤職員として勤務している。
　わが国の戦後 75年間における獣医学教育改革の
歴史とその概要を振り返った。昭和 53年入学者か
ら始まった獣医学 6年制教育も 43年が経過し、6
年制教育第一期生（修士積上）の年齢も 60歳を越
えた。
まとめ
　獣医師が対象とする家畜・家禽の飼育頭数も経済
成長と食生活の変化に伴い、急激に増加し、更に、
経営・飼養管理形態の合理化・企業化により、家畜・
家禽飼育農家数は激減した。一方で、犬・猫の愛玩
動物の増加と家庭動物の多様化、更には愛玩動物か
ら伴侶動物へと意識の変化があり、予防・治療の意
識の変化と獣医療の高度化・専門化が進展した。更
には過去 20年間には海外悪性伝染病と言われてい
た特定家畜伝染病（口蹄疫、BSE、鳥インフルエ
ンザ、豚熱）が発生し、食の安全が見直され、エボ
ラ・SARS/MERS/ Covid-19など野生動物や家畜も
感染するヒトの新興感染症が全世界を巻き込んで発
生している。
　獣医師・獣医学研究者・関係者が活躍すべき場に
おける知識・情報・技術は飛躍的に拡大している。

これらに対応する教育・研究の場としての獣医系大
学の在り方を、初心に戻って考える必要があると感
じている。今回は、終戦直後からの活動から振り返
り、これからの在るべき姿を考える一助とした。こ
の当たりで、予定された紙面の限度となったので、
この特別寄稿は継続して、次号に引き継ぎたい。
謝辞：原稿を校閲頂いた伊藤茂男顧問・宮田桂司事務局長に深謝します。

　本文の参考資料として、第Ｉ〜 III 期の獣医学教育改善

に関する提案内容等を年度別に記載する。

○昭和 51 年 4 月：獣医学 6 年制教育の必要性の根拠理
由として挙げられた獣医師および獣医学術に要求される
知識技能が高度化し、かつ多元化した主なもの
(1) 畜産の進展にともなう家畜の集団衛生の指導 ,

(2) 海外悪性伝染病の侵入防止、

(3) 安全良質な畜産物の生産指導、

(4) 畜産食品等の安全確保のための衛生監督、

(5) 愛玩動物の増加と臨床技術の高度化と分化、

(6) 畜産生産活動における環境保全のための技術指導 ,

(7) 増大する獣医技術面の国際協力への対応等

(8) 現行獣医学教育制度の発足当初から、教養課程 2 年、専門

課程 2 年の教育期間ではもはや困難であり、専門教育期間の延

長による対応以外に方法はないと考える。

(9) 国際的にみてもこのような獣医学教育制度をとっているのは

わが国のみで、諸外国における教育年限は、専門教育を 4 年か

ら 5 年課している。わが国の獣医学教育年限は、東南アジア地域、

その他の発展途上国に対する獣医技術援助の面からも、獣医学

教育の国際水準化が必要である .

獣医学教育改善に関する提案内容を経時的に並べる。
○　昭和 55 年　国公立大学獣医学協議会を設置

　「越智試案」（4200 時間の教育・14 講座（当時は 9 講座体制）

に増設・学部設置・再編）の方向で運動

○昭和 60 年　国公立協議会「望月３原則」採択

・ 国立大学の再編整備を行うこと

・再編整備は現有の教官数を基本とすること

・ 学部並以上とし大学院を併設することが望ましいこと

   西ブロック（鹿児島大、宮崎大、山口大）、

   中ブロック（鳥取大、岐阜大）、

特別寄稿
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   東ブロック（農工大、東大、岩手大）、

   北ブロック（北大、帯畜大）の再編を検討

○平成 13 年　獣医学教育のあり方に関する懇談会（黒

川清座長 ; 日本学術会議副会長）：

1．国公私立大学における獣医学教育の充実に関すること、

2．国立大学獣医学部の適正な規模及び配置に関することに対す

る答申

・大学教育組織を管理する立場にある全ての関係者に獣医学教育

組織の早急な改革を実施することを要望

・国立大学の学科再編には、国民の理解と支持。社会において獣

医学教育が果たす重要な役割の説明の必要性

・国立大学は国民全体に対して奉仕すべき存在である原則　大所

高所から前向きに検討すべき　（文章確認？？）

○　平成 13 年  全獣協「獣医学教育基準の達成に関する

要望書」を各獣医学系大学の学長等に送付

・全ての国立大学の獣医学研究科・獣医学科が再編に参加する

・北大、東大、九州大に新しい獣医学研究科・獣医学部の設置を

目指す

・山口大と宮崎大の九州大への先行再編案を全面的に支援する

・私立大学が建学の精神にそって獣医学部教育の整備充実に向け

て一層努力することを強く要望する

○平成 13 年  全国農学系学部長会議 「獣医学教育の改善

のための基本方針」を取りまとめ ( 喜田宏委員長 )

・教育研究組織の規模は 72 名以上の教官から成ることが望まし

いが、当面これに準ずる規模として 18 名の教授を含む 54 名

程度の教官から成る組織が必要最低限である

・自助努力で獣医学教育の改善が達成できない場合には、他大学

獣医学科等との再編などの道を考え、新たな再編は全国を 5 な

いし 6 地区に分けて産業基盤を考慮して、地域的に偏らないこ

とを配慮する

・獣医学科を有する大学のみならず、全ての国立大学農学系学部

の教育研究組織の構造改革を視野に入れて論議を進めることが

不可欠

○平成 16 年　国立大学における獣医学教育に関する協

議会 ( 文部科学省 )　「国立大学における獣医学教育の充

実方策について」を取りまとめ

・国立大学における獣医学教育の充実のためには、獣医学科関係

者のみならず、学部をはじめとする大学関係者、獣医学に関係

する国など、それぞれにおいて、その役割を十分に果たすよう

に不断の努力が必要

・国立大学が法人化されたことによって、大学の自主性、自律性

がより高められ、大学の自助努力による収入増、支出抑制が生じ、

その資金を新たな用途に充てることや教職員の弾力的な配置が

可能となるので、各大学において獣医学教育の基盤として必要

な人的・物的資源の整備に努める必要がある

・教員や支援職員の拡充という観点では、獣医師養成の需給関

係から全体として学生の規模を拡大できない状況を踏まえると、

大学を超えた獣医学科の統合によるスケールメリットの確保は、

有効かつ重要な手段である

・これを進めるに当たっては、各大学、大学間での自主的な話し

合いを進めることが基本であり、また地域社会の理解を得るこ

とが必要不可欠である

・国立大学の獣医学教育の現状を把握し、具体的に考えられる充

実方策について整理したところ、重要なことは教育の担い手で

ある大学が今後いかに成果を挙げうる取り組みを実践するかで

あり、こうした取り組みの成果を評価・検証することが必要で

ある。

特別寄稿 獣医学振興　第10号



特　集 獣医学教育の新たな展望

国際認証と建学の精神 − 故きを温ねて新しきを知る −
酪農学園大学 獣医学群獣医学類 教授　鈴木　一由

（EAEVE 実務チーム委員長・獣医学群教育改革推進室長）

北里大学における獣医学教育の新たな展望
北里大学 獣医学部 獣医学科長 第二外科学 教授　岡野　昇三

シェルターメディスン
日本獣医生命科学大学 講師　田中　亜紀

これからの獣医学教育に求められる視点
　　　　　　　  麻布大学 大学教育推進機構ＩＲセンター／

獣医学部 生理学第一研究室 講師　松井　久実

日本大学における動物を用いる実習の現状と展望
日本大学 生物資源科学部獣医学科 教授　佐藤　雪太
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1. はじめに
　酪農学園大学は 2018年にEAEVE（The European 
Association of Establishments for Veterinary 
Education）の認証取得を目指すことを獣医学群教授
会で審議し、2019年の予備審査（CV : Consultative 
Visitation）を経て、現在に至る。
　酪農学園大学がなぜ「教育の質の改善」を EAEVE
認証に求めたのかと言えば、数え切れないほどの理
由のなかから、尤もな回答は「EAEVEの求める教
育と我々のDNAに刻まれた教育理念が合致してい
る」からであろう。EAEVEの求める獣医師養成教
育は、本学の創設者である黒澤酉蔵翁が唱えた教育
理論に合致している。すなわち、EAEVEの認証取
得は新たな挑戦というよりも酪農学園大学にとって
は温故知新であり、教育の原点回帰である。

 
2019年 5月 30日クロアチアで行われた EAEVE総会

2. 酪農学園大学が目指す教育の質の改善
　2013年 4月、酪農学園大学獣医学群は「20年後
の理想像」を設定するために獣医学群教育改革推進

委員会を発足させ、一年間にわたる議論の末に「酪
農学園大学・獣医学群改革基本方針 2014」を取り
まとめた。
　本学の獣医学群は、獣医学類と獣医保健看護学
類からなる。その基本方針は、「One World, One 
Health」の中心を担うべき獣医師および動物看護
師の教育育成を目指すものである。急速なグローバ
ル化により多くの社会問題が分野の垣根を超えて複
雑化する中で地球上の全ての生命に対してその健康
を担保する、いわゆる「One Health（一つの健康）」
という概念が注目されている。
　近年よく耳にするようになったこの「One 
World, One Health」であるが、実は本学の創設者
である黒澤酉蔵翁が「健土健民」という言葉を通し
て既に社会に発信していた。「健土健民」とは、地
球上の土壌、動物および環境が健全であることが人
の健康を保障することに不可欠であるという意味で
ある。
　酪農学園大学の創立基盤である「健土健民」の思
想は、時を経た現代社会において再びその具現化を
求められるものとなった。本学は獣医学群の他に、
「農食環境学群」が併設されており、酪農、畜産、
農学、環境および食品など獣医領域と密接に関連す
る領域の教育研究が行われている。このことは、本
学の最大の特色でもあり、総合的な知識を持った
獣医師および動物看護師として「One World, One 
Health」を担える人材を輩出できる大学であると
自負している。この「One World, One Health」は、
本学の「健土健民」の考え方を通して実学教育を実
践し、社会に貢献できる獣医師および動物看護師を

特 集 獣医学振興　第10号

国際認証と建学の精神　－故きを温ねて新しきを知る －

特　集

酪農学園大学 獣医学群獣医学類 教授
（EAEVE 実務チーム委員長・獣医学群教育改革推進室長） 鈴木　一由
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輩出していくという建学の精神にも合致する。
　このような背景を踏まえ、酪農学園大学の獣医学
群は 20年後の理想像を「One World, One Health」
を実践できる総合的な知識を持つ “人材 ”を育成す
る大学になることとし、以下の 3点に主眼を置い
た教育および研究体制の整備を行なっている。
　（1） 社会貢献できる獣医学および動物看護学の 
 教育および研究
　（2） 先進的で総合的な獣医学および動物看護学 
 の教育および研究
　（3） 国際化に対応した獣医学および動物看護学 
 の教育および研究

　「酪農学園大学・獣医学群改革基本方針 2014」を
成就させるために我々が辿り着いた一つの回答が
EAEVEの認証取得である。EAEVEは、獣医学教
育の質と基準を評価し、さらに発展させることを
ミッションとしている。EAEVEの評価は、社会に
対してその獣医学大学を卒業した獣医師の質を担保
できる教育を行なっているかどうかを問うている。
この目標を達するために、獣医学大学は学生に対し
て十分な知識と実践教育を提供する、そのために適
切なカリキュラムと施設を保有していなければなら
ない。この EAEVEの考え方は本学の目指す方向と
合致している。従って、本学獣医学類では、2018
年度の大学基準協会による外部評価の認証を経て、
2018年に獣医学群教授会で認証取得を目指すこと
が審議され、2019年 10月に EAEVEの予備審査
（CV）を受審し、最終審査（FV : Full Visitation）
を 2023年 10月に受審することを 2021年 6月に
機関決定し、現在鋭意準備を進めている。

3. 予備審査（CV）から見えた本学の課題
　酪農学園大学獣医学群は、2019 年 10 月に
EAEVEの予備審査（CV）の受審によって、国際
基準に見合った獣医学教育を行うために改善するべ
き事項が明らかになった。
　現在のところ 2023年 10月に最終審査（FV）を
受審するために、カリキュラム、教員組織、施設の

改修を柱として教育改革案を策定・準備中である。
カリキュラムについては、獣医学類と獣医保健看護
学類の連携を強化した新カリキュラムを 2021年 4
月から運用を始めている。EAEVEに対応したカリ
キュラムといっても日本のコアカリキュラムから大
きく逸脱するものではない。しかし、その運用方法
については考えるべきことが多々ある。
　原因は学生定員数である。本学の１学年定員
は 120名である。仮に１学年あたり定員数の 1.14
倍の在籍（136名）として各種 Indicator（注：
EAEVEでは教員数、症例数など各項目に対して基
準値を設けており、これを Indicatorと称して自己
点検評価書類に添付する）を試算すると、獣医学教
育に携わる正規教員（FTE：Full Time Employee）
は最低 104名、この内で獣医師資格者が 80名以上、
これとは別に動物看護師、薬剤師などの技師及び事
務職員が 80名以上必要となる。当然ながら特任教
員、非常勤教員はこの数値に含まれない。

 
2019年 10月 29日　予備審査（CV）

　また、参加型臨床実習についても私立獣医系大学
では大きな問題となる。本学では 2021年度入学生
から 5年次に伴侶内科、伴侶外科、麻酔＋画像診断、
臨床検査＋馬医療、伴侶一次診療、生産動物（牛、豚、
羊、山羊）医療の 6つのカテゴリーに参加型臨床
実習を分け、それぞれ 3週間（3単位）、計 18週間
（18単位）を計画している。これに加えて、総合病
理診断学実習（生前検査＋剖検）と食肉検査場等を
含む学外衛生実習を加えてローテーション型実践教
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育は実に 21週間となる。しかし、私立獣医系大学
の大きな問題はなんといっても学生数にあり、学生
たちは 21週間の実習に参加すれば良いが、運用す
るためには 32週の期間と 25人のローテーション
教育専属教員が必要である。本学では獣医学類の参
加型臨床実習の後に獣医保健看護学類の参加型臨床
実習が行われるため、実際には通年で参加型臨床実
習が行われることになる。
　EAEVE認証にあたり、本学の特色として Day 
One Competence（卒業時に身につけてなければな
らない能力。就職 1日目でも出来なければならない
最低限の技術。）のスキル習得を徹底的に行うべく、
動物医療センター近くにあった総床延面積 1500.58
平米の 3階建旧高校校舎の全てを「スキルスラボ棟」
として改修し、実習の用途に合わせた 7種類の実
習室、模擬動物病院、模擬手術室、6つの模擬診療
室を設置する。獣医学類 3年後期から共用試験を
受験する直前の 4年後期まで、5科目の実習（伴侶
動物臨床実習 Aおよび B、臨床検査学実習、生産
動物臨床実習 Aおよび B）で生体の代替シミュレー
タを活用した Day One Competenceに紐づけられ
たスキル教育を徹底的に行う。これらの実習で知識
と技術を習得した学生のみが 5年次の参加型臨床
実習に参加できる仕組みである。

 
2019年 10月 29日　予備審査（CV）

4. おわりに
　本学の創設者である黒澤酉蔵翁は、「健土健民」、
「三愛主義」、「知行合一」に基づいた教育について
我々に説いている。特に、単に知識を身に付けるだ

けではなく、知識と実践は一体であるという「知行
合一」は、「健土健民」の思想の下で高邁な学識技
能を有する有能な農業人ならびに社会の人材を養成
することであり、実践教育を掲げる本学の教育理
念である。実は、EAEVEもこれまでの「知識偏重
の獣医師教育」ではなく「知と技を兼ね揃えた獣
医師の実践育成」が必要だと説いている。つまり、
EAEVEの思想は黒澤酉蔵翁の教えと完全に合致し
ている。従って、酪農学園大学獣医学群にとって
EAEVEの認証取得とは何かと問われれば、「新た
な教育改革」ではなく「本学の精神への原点回帰」
である。すなわち、温故知新、黒澤酉蔵翁の教えに
立ち返ればそこに世界標準がある。
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　新型コロナウイルス感染症の蔓延は、入学式や卒
業式の中止、対面式講義からオンライン授業の利用
など獣医学教育のみならず教育現場に大きな変化を
もたらした。しかし、この変化を一つのきっかけと
して ICT関係は大きく発展した領域であり、また
獣医学教育もこれらに連動して新たな方向に向かっ
て行かざるを得ない状況である。一方、新型コロナ
ウイルス感染症の蔓延による影響とは別次元で獣医
学教育の改革・改善に取り組んでいかなければいけ
ない課題もある。そこで、ポストコロナとしてどの
様に獣医学教育を展開して行くべきなのか、さらに
ポストコロナとは関係なく参加型臨床実習および生
体を利用した教育をどの様にしていくのかなど、そ
の問題点や課題について展望を交えて記述したい。

ポストコロナ
　ポストコロナとしの教育環境は、更なる ICT活
用が求められる状況である。相模原キャンパス（1
年生）では、校内への立ち入り制限およびオンライ
ン授業を基本として対応を行われた。それに対して
十和田キャンパスでは、幸いにして新型コロナウイ
ルス感染症の大きな発生は認められず、３密回避に
努めながら対面式の授業・実習を実施することがで
きた。しかし、全面的なオンライン授業を考慮して
これまで一部の授業でしか活用されて来なかった
WebClass活用による自宅での学習が可能なように
準備を行った。獣医学部では、今回の新型コロナウ
イルス感染症の蔓延以前より、新入生全員に iPad
を配布して授業で利用することを計画していたが、
残念ながら全国的なタブレット端末不足で配布がか

なり遅れてしまった。現在は、学生個人がタブレッ
ト端末などを準備する方針に変更し、一部の学生を
除いてノートパソコン、タブレット端末を有してい
る。そのため、授業で使用する資料などは全面的に
WebClassに掲載し、予習復習を含む自宅学習をサ
ポートしている。学内ではネット環境を充実させた
が、学生によっては自宅でのネット環境に制限があ
るため大学として何らかのサポートを考えている。
一方で、WebClassやオンライン授業で使用する資
料作成および利用に際して十分な注意を払う必要が
ある。教員に対しては、資料作成に際して著作権に
十分な配慮をすること、また意図せずに拡散等した
場合に問題となることがないように注意して作成す
ることなどをお願いしている。学生に対しては、悪
意がなくても画像の一部を取り上げられて批判され
ることもあり得るので、SNSなどに資料や動画な
どを決して掲載しないように指導している。教員は、
学生に対して、「この程度のことは理解されている
だろう」とは思い込まず、「ルール」「マナー」をしっ
かりと教育すべきである。さらに、オンライン授業、
クラブ活動の自粛などで学生間や教員とのコミニュ
ケーションが十分に取れていないことによる弊害も
配慮して教育にあたる必要がある。
　さらに、コロナ禍の影響で学生の生活基盤となる
保護者の経済状況が厳しいのが現状である。以前に
はほとんど無かった学費延納の申請などが認められ
ている。獣医学科の授業料は決して安いものではな
く、獣医学科を目指していたとしても就学に必要な
学費・生活費を拠出することがでない家庭もある。
このような状況では、獣医師となる希望そのものを

北里大学における獣医学教育の新たな展望

特　集

北里大学 獣医学部 獣医学科長 第二外科学 教授 岡野　昇三
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諦めざるを得ない。北里大学では学生のほぼ全員が
自宅を離れアパートでの生活である。十和田市内の
平均的なアパート代は首都圏の半分以下ではある
が、授業料に加えてこの支出が大きな負担となって
いる。大学自体も学生定員の厳格化による収入減少、
教員数の増員による支出増加など、決して余裕のあ
る状況ではない。しかし、経済的に困難な学生へ奨
学金の充実をはじめサポート体制の充実が必要であ
る。これは、１大学のみの問題ではなく、広く私獣
協全体で考えていく必要がある課題でもある。

参加型臨床実習
　北里大学では 5年後期（ベーシック）、6年前期（ア
ドバンス）に参加型臨床実習を実施している。6年
前期の実習では、学生の希望により学内以外に指定
された学外施設での実施を認めている。小動物領域
では協力病院（約 60動物病院）、大動物領域では
農業共済（約 20施設）と連携をして学生教育に当
たっている。特に、小動物では附属動物病院で経験
することが少ない予防獣医学などを中心に、また大
動物では幅広く実践的な経験ができるように配慮を
して教育して頂いている。さらに、青森県と協定を
結び動物愛護センターでの保護動物への避妊去勢手
術および簡単な処置を行うことを可能にしている。
しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延でこの２
年間は本格的な活動を実施できていないのが現状で
あり、次年度以降は計画通りに実施できることを期
待している。動物病院に来院した症例の利用には制
限がある場合が多いので、シェルターを利用した実
習をさらに充実させていきたい。また、本格的に参
加型臨床実習をカリキュラムに組み入れた学生が卒
業を迎えるため、これまでの見学実習のみであった
学生と実際の症例を利用した参加型臨床実習を履修
した学生との比較検討が必要であり、この結果を基
にカリキュラム改訂を検討する予定である。

産業動物教育
　卒業生の進路状況をみると産業動物に関連する診
療施設（NOSAIなど）への就職割合は 10%程度

と必ずしも多くはない。しかし、産業動物の教育を
充実させることは必要である。十和田キャンパスは、
周囲に牛や馬が多く飼育されている環境であり、ま
た北海道八雲町にある附属牧場も利用可能であり、
その特性を生かした教育を実践していくことが必要
である。新型コロナウイルス感染症により医学領域
でもオンライン診療が広まる中、産業動物診療にも
取り入れることを考えている。附属牧場の牛に対し
てオンライン診療の実証実験を行い、健康管理、個
別診療の必要性の有無など判断することから始めた
い。また、産業動物という点では、鳥インフルエン
ザ、豚熱など野生動物に関連した疾病が重要性を増
している。そのため、感染症のみでは無く、野生動
物とどの様に共存していくかの教育も必要である。
獣医学科に入学する学生は動物の命を助けたいとの
思いが強く、害獣駆除のための殺処分も敬遠しがち
である。しかし、人のみで無く作物の被害を考慮す
ると避けては通れない問題である。単に害獣駆除す
るのみでは無く、ジビエとして有効活用することが
SDGsを考慮した場合に特に重要である。また、食
の安全を担う獣医師が関与せざるを得ない領域であ
り、しっかりとした知識が必要であるため関連する
教育を充実させる予定である。 

生体を利用した教育
　獣医学教育を取り巻く環境として、生体を使用し
た教育・研究に社会から厳しい目が向けられている。
大学としては、動物に自信を持って触れることがで
きる卒業生を責任持って送り出すことは社会的使命
であり、そのため、卒業までの学部教育においては
生体を用いざるを得ない。一方で、これら実習に用
いられる動物たちもまた、命あるものであり、その
種類に応じた生態や習性等を考慮し、実習の目的の
範囲の中で、適正に取り扱われなければならない。
各実習においては、その実習目的を達成する範囲に
おいて、動物たちの苦痛を削減し、あるいは、軽減
することを目的として、「３Rs」の徹底する必要が
ある。また、実習時間以外の時間は、動物たちにとっ
ての安息の時間であることを認識し、「５つの自由
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（5Fs）」の原則の実践をすることで学生のみならず
社会から信頼される教育を行うことができる。
　教育での生体利用数を減らす一つの方法がスキル
スラボの充実である。スキルスラボの充実および活
用は、今後の獣医学教育において重要な役割を果た
すことは間違いない。生体を用いる前に基本的な手
技を十分に理解・修得することは必要不可欠である。
北里大学においてもスキルスラボを設置しており、
採血キット、縫合キットなどをはじめ犬の心肺蘇生
用マネキンなどが利用可能である。参加型臨床実習
の実施前に、基本的な手技を確認するために利用し
ている。しかし、獣医学教育向けに利用可能なシミュ
レーターは限られており、さらに価格も高いので自
作できるものは自作して利用しているのが現状であ
る。そのため、安価で利用可能なシミュレーターの
開発、VR機器を利用した教材作成などは、大学間
で協力して行っていくことが求められる。さらに、
スキルスラボに設置されている機材の管理、消耗品
等の管理などをどの様にするのかが大きな課題でも
ある。

国際認証
　近年の獣医学教育の大きな流れに国際認証取得の
ための改革がある。教育の質を認証する制度として
欧州の国際認証（EAEVE）を鹿児島大学・山口大学、
北海道大学・帯広畜産大学が共同して取得している。
また、酪農学園大、大阪公立大でも取得に向けた取
り組みが行われている状況である。しかし、北里大
学では、現時点では国際認証取得を目指した取り組
みは行っていない。国際認証を取得するための過程
（努力）は、獣医学教育の教育水準を高めるために
は有効な手段であり、大学の差別化の方法の一つで
もある。しかし、国際認証取得を目指すには、多く
の課題があるのも事実である。大きな課題として学
生数に応じた教員数の確保、動物病院での実習時間、
産業動物（特に馬の診療）の診療、夜間診療の実施
などソフト面・ハード面共にかなりハードルが高い
のが実情であり、多方面から情報を得ながらどの様
に進めていくかを検討する予定である。 

最後に
　18歳人口の減少、農学系志願者の減少などの結
果、獣医学科の志願者も残念ながら減少している。
獣医学科の志願者を確保するための一つとして、５
大学共催での進学相談会を実施し、単なる大学のア
ピールのみではなく、獣医学・獣医師の魅力などを
積極的に伝えていく必要がある。また、将来的な志
願者を増やすために小中学生への体験学習などを通
して興味を持ってもらうことも大切である。大学の
大きな責務は優秀な獣医師を輩出することであり、
そのために獣医学教育を改善・改革していくことは
必要不可欠であることは言うまでも無いが、優秀な
学生が集まらなければ始まらないことも事実であ
る。そのため、多くの優秀な学生が集まるように、
私獣協全体で協力して取り組んで行くことが望まれ
る。
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　シェルターメディスンとは、集団獣医学、法獣医
学、災害獣医学を 3つの柱として発展している新し
い獣医学分野である。伴侶動物の安楽死の問題、動
物虐待、災害時の動物管理など、これまで未整備で
あった地域の動物問題に対応する獣医学として日本
でも導入が図られている。シェルターメディスンは、
その名の通り、動物「シェルター」（＝行政施設を
含む動物収容施設）に関わる獣医療として始まった
が、「シェルター」に来る理由も時代とともに変わり、
以前は、日本に限らず欧米においても野犬の収容が
多かったが、近年は、日本においても野犬の捕獲数
は特に都市部では減少し、一方で、飼い主からの多
様な理由での引き取り（特に、飼い主死亡や入院等
が増加）、ブリーダーを含む多頭飼育崩壊や動物虐
待、被災動物など、シェルターに収容される原因や
地域における動物シェルターの役割も多様化してい
る。
　シェルターメディスンは、動物収容施設に特化し
た獣医療として、カリフォルニア大学デービス校獣
医学部から始まった。2000年代初めまでは、米国
において、犬や猫などの伴侶動物の死亡原因の第一
位が、動物シェルターでの「安楽死（殺処分）」であっ
た。当時から米国の獣医学は専門化が進み高度医療
が発展し、人の医療と匹敵するほどであったが、伴
侶動物が疾病等で死亡よりも、動物シェルターで安
楽死されて死亡する方が多いのであれば、動物シェ
ルターにも EMB（Evidence-based medicine）が
なければ、本当の意味で伴侶動物の福祉や健康は向
上しない、という考えが浸透してきた。いわゆる「殺
処分」をしない No-killシェルターが出始めたのも

この頃であり、動物シェルターに収容された犬や猫
に対して、なるべく「譲渡する」という動きが活発
になり、動物シェルター内の福祉に対する関心も高
まった。
　動物シェルターにおいて、安楽死ではなく、「譲渡」
が促進されるにつれ、施設内に犬や猫を多数飼養す
る状況が発生するようになった。これまで、動物を
長期飼養する必要がなかったところから、多頭飼育
状態での管理が必要となったが、動物シェルターで
多数飼養していると、犬も猫も病気になったり、問
題行動を起こし始めたりして、収容時は譲渡できそ
うな個体もいつの間にか譲渡できなくなるという問
題が多発するようになった。また、動物シェルター
では、動物に関する専門知識を有する職員だけでな
く、ボランティアや譲渡希望者など一般市民も施設
内の動物に接する機会が多く、「安楽死」の問題も
あるため、非常に感情移入しやすい場所でもある。
動物シェルターとは、そのような場所だからこそ、
感情に流されない Evidenceを基にした客観的な判
断が極めて重要で、施設内の動物の健康と福祉を向
上させる新しい研究分野としてシェルターメディス
ンが発展した。
　シェルターメディスンの定義は「伴侶動物の群管
理」とされている。一般の伴侶動物臨床は、特定の
動物に対する獣医療であり、「個体管理」を基本と
する。一方で、動物シェルターは、多頭飼育状態で
あり、群全体の健康と福祉を考えた手法での管理が
必要で、特定の個体の健康のみに執着し、特定の個
体のみが治れば良い治療方法では施設にいる群全体
の健康は向上しない。群管理は産業動物の概念であ

シェルターメディスン

特　集

日本獣医生命科学大学 講師 田中　亜紀
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るが、動物群を、目標を持って管理をすることや、
予防医療を中心に行うことは、動物シェルターの伴
侶動物群にも適用される。伴侶動物の群管理の目標
としては、適材適所の安全な譲渡を進めることや感
染症や咬傷事故を防いで地域や人の安全を守ること
など、動物福祉と公衆衛生を基本とする。
　動物シェルターでは、一般家庭やペットとして飼
養される犬や猫とは違った疾患に対するリスクがあ
る。動物シェルターには日々異なる動物が収容され
たり、譲渡されたりと動物の出入りが激しい、幼齢
動物や高齢動物など疾患に対する感受性の異なる動
物が来る、様々なストレスにより免疫状態が不安定
な個体も多い、収容時から基礎疾患があっても、こ
れまでの生活習慣が分からない等、家庭環境のペッ
トとは極めて異なる飼養環境である。また、病原体
が蓄積しやすく、病原体の毒性や耐性が変わったり、
様々な理由で宿主の状態も不安定だったりするた
め、疾患が蔓延しやすい。動物シェルター内の疾患
管理の目標は、疾患の発生ゼロではなく（ゼロリス
クはシェルター内では非現実的である）、疾患を施
設内でも制御可能なレベルを維持することである。
　動物シェルターは、あくまでも一時的な収容施設
であり、心身ともに健康な動物を心身ともに健康な
ままなるべく早く譲渡することを目的とするため、
全ての動物に対して必ずしも積極的な根治治療をす
る場所ではない。シェルターメディスンの群管理で
は、個体に対する重篤度と群に対する重篤度は異な
り、群に対する影響の大きい感染症の制御が重要と
なる。例えば、真菌症は、個体に対する重篤度は低
くても、感染力が強くズーノーシスでもあるため、
譲渡の遅延を招くなど、群に対する重篤度は高い。
一方で、交通事故による重篤な外傷は、個体に対す
る重篤度は高いが、感染性はないため群に対する重
篤度は低い。また、動物シェルターは犬や猫にとっ
て必ずしも快適な場所ではなく、飼い主と離れてし
まったストレス、特有のストレスがあるため、同じ
疾患に対しても、個体管理に基づく治療と同じ効果
が動物シェルターでは得られないことも多い。同じ
伴侶動物である犬や猫であっても、疾患の重篤度や

リスク、また、治療も目的が異なるため、個体管理
とは異なる治療アプローチが必要となる。
　感染症が脅威と言え、駆虫とワクチン接種だけで
疾患が制御できる訳ではなく、ストレス管理、衛生
管理、収容環境の整備、施設の設計、エンリッチメ
ント等を含めた動物福祉に基づく包括的なアプロー
チが重要である。群管理では、個体管理で実施する
①ヒストリー、②検査、③診断、④治療、⑤再診（モ
ニター）と同様の手順で疾患制御等の介入処置を実
施する。①群の全体像を数値により把握する、②デー
タ分析により問題点を客観的に検証する、③介入処
置、④成果測定により効果を検証する。群の全体像
を把握するためには、収容動物に関わるデータだけ
でなく、衛生管理（洗浄 /消毒の方法や順番）、ワ
クチン接種状況、栄養管理、寄生虫管理、疾患のス
クリーニング検査 /診断方法、隔離、収容環境、エ
ンリッチメント等を含む施設の状態に関するデータ
も併せて客観的に評価する。伴侶動物群における成
果測定には、収容頭数（年間、月間等）、安楽死率、
譲渡率、疾患発生率、発病率、寄与危険度、疾患別
致死率、平均滞在日数等が含まれる。動物シェル
ターにおける疾患の最大のリスクファクターは、「滞
在時間」とされており、長く滞在すればするほど、
疾患や問題行動の発生率も高くなると考えられてい
る。よって、なるべく早く施設内から出す取組（介
入処置）を実施するとともに、シェルターに「滞在」
しないように、なるべくシェルターに来ない取組も
同時に考えることが重要である。
　シェルターメディスンの伴侶動物の「群管理」は、
集団飼養されるシェルターだけでなく、ブリーダー
等の生産現場、ペットショップ、オークション、ペッ
トホテルや、動物カフェ等の展示施設でも適用可能
である。シェルターメディスンから始まった伴侶動
物の集団適正飼養の推進は、ペットの犬や猫だけで
なく、飼い主のいない伴侶動物の動物福祉を向上す
る「集団獣医学」（herd medicine）として幅広く
応用が可能だと考える。
　シェルターには、動物虐待の被害者として伴侶動
物が収容されることもある。動物虐待には、必要な
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管理を怠るネグレクトから、暴力等の非偶発的外傷、
中毒、多頭飼育崩壊等、多種多様である。動物愛護
及び管理に関する法律が改正され、動物虐待が厳罰
化されたとともに、動物虐待の獣医師の報告義務が
課された。動物虐待に対応する獣医学として、「法
獣医学」が近年、動物の安全、人の安全および地域
の安全に寄与する学問として発展することとなっ
た。動物の不審な状態に対して、法律の関与に関わ
らず、獣医学的手技を用いて解明する分野となって
いる。動物虐待は、人への攻撃性や凶悪犯罪への前
兆ともいわれており、動物虐待への関心が高まって
いると同時に、動物虐待の取り締まりや抑止につい
ても、獣医師の果たす役割は重要である。
　災害時は、人が被災すると同時に動物も被災する。
災害時の動物問題としては、ペットが理由で避難の
妨げになり、人の生命が危険にさらされる、被災地
に動物が残され、公衆衛生上の問題となる、避難所
での動物管理の問題等が挙げられる。大規模災害と
なると、被災動物管理については問題となることが
多く、仮設の動物シェルター等での動物管理につい
ては、シェルターメディスンの集団獣医学を適用す
ることが可能である。災害時に生じる動物問題の多
くは、平時から地域に潜在的にある問題が顕在化す
るとも考えられており、災害時の動物の発災リスク
を検証し、抑制する学問として、「災害獣医学」は
発展している。
　シェルターメディスンは、集団獣医学、法獣医学、
災害獣医学を基に、社会の様々な動物問題を解決す
る新しい獣医学として、獣医師の多様な社会的ニー
ズに応えるためにも重要な役割を果たす。伴侶動物
にまつわる問題は複雑化しており、それに応じて、
獣医学も新しく分野を発展させ、その一つとして、
シェルターメディスンの研究分野を日本国内でも広
げていくことは重要と考える。欧米では、シェルター
メディスンの専門医制度も確立し、獣医学教育にも
導入されている。獣医師の社会貢献および社会的立
場の向上を図る上でも、シェルターメディスンは獣
医師が様々な社会問題を解決する専門分野として社
会に認知される一助になるのではないかと考える。
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1．はじめに
　教育の質保証という言葉を見聞きするようになっ
て久しい。高等教育機関は第三者評価機関によって
大学毎に教育内容がチェックされるようになり、第
3期認証評価においては特に内部質保証の制度や仕
組みづくりに着目した評価が行われるようになっ
た。近年では、3つのポリシーに基づくカリキュラ
ムマネジメントを実現させるため、カリキュラムマ
ネジメントを取り扱う全学部門を置く大学も現れて
いる。高等教育改善の取組は文系学部を擁する大規
模大学で先導して進められてきたが、その教育内容
の性格上、実学的教育目標を有している理工系大学
や医療系大学にも流れが波及している。その背景に
は、大学教育により具体性を求めるようになった社
会のニーズ変化があり、少子高齢化による 18歳人
口の減少、ICT技術の躍進や世界情勢の変化、地
球環境の変化などによる「先の見えない世界」の到
来がある。各大学は大学の生き残りをかけ、より具
体的かつ実効的な教育を社会に提供すべく取り組む
ようになった。この流れは大学の組織改革などの
ハード面の改革、教職協働の推進、教育への学生
参加などのソフト面の改革を促している。さらに、
Society5.0社会の実現に向け、ICT（Ed Tech）の
支援を受け学生が主体的に学ぶ「自律的学習者の育
成」が提案されている（Suzuki 2020, 鈴木・平岡 
2021）。自律的学習者とは自ら課題を発見し解決策
を求め学び続ける者を指し、大学はそのような人材
を育成する役割をも担う。大学は、“熟達者から教
えを受ける場 ”から “学生の学びに伴走する場 ”へ
教育のパラダイムシフトを推進させることがさらに
求められている。

2．自律的学習者とは
　自律的学習とは学習者が自ら学習調整しながら学
習のゴールに向かって学びを進めていくものであ
る。自律的学習は ICT環境と学習コンテンツ、学
習者がいれば成立するものではなく、予め、教師に
よる自律的学習を促すための綿密な授業デザインが
必須である。また、学習を始めたばかりの学習者が
すぐに自律学習できるわけではなく、学習スタート
時には学習者がステップバイステップで学ぶための
足場（学習サポート）を多めに設定し、徐々に足場
を外していく工夫が必要である。鈴木・平岡 (2021)
は、これからの ICT を活用した対面授業において
自律性を高めていくためのデザイン原則案を 8項
目に分けて提案している。その中にはキーワードと
して、「多段階評価」、「学習者同士での学び」、「学
習者自身による課題選択や評価」などが含まれてい
る。自律的学習は、そのシステムが成熟すれば学習
側 -教育側の双方に時間・労力の両面でメリットが
生じると考えられ、獣医学教育においても取り組む
価値がある。コロナ渦により大学教育の ICT化が
進んだ現在は、このシステムづくりに取り組むチャ
ンスである。

3．獣医学にも求められる教育のパラダイムシフト
　獣医学教育は獣医大学間で統一された獣医学コ
ア・カリキュラムがあり、非ライセンス教育の学科
に比して学生に対し明確な学習目標を示せていると
いえる。しかし各大学のカリキュラムポリシーや
ディプロマポリシーとカリキュラムの整合性は図ら
れているのだろうか。一般に各大学が掲げるカリ
キュラムポリシーやディプロマポリシーには専門的
知識の修得のほか、高度知識を有する社会人となる

これからの獣医学教育に求められる視点

特　集

松井　久実麻布大学 大学教育推進機構ＩＲセンター／
獣医学部 生理学第一研究室 講師
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ための社会人基礎能力の育成が含まれている。一方
で、獣医学コア・カリキュラムは獣医学という高度
な専門知識や技術を習得するために整備されている
ため、この両者のバランスを取りながら学士力の育
成を行うのは各大学に任される部分となる。国内の
医学科ではカリキュラムの精緻化とディプロマポ
リシーとの関連を示すため、医学教育モデル・コ
ア・コンピテンシーを各大学で提示している。獣医
学教育においても、学生の学修を助け、ステークホ
ルダーや社会に対し獣医学教育で育成する学士像を
明示でき、教育への理解を深めることができると考
えられる。このときに課題となるのは獣医学教育は
医学教育よりも対象となる職業プロフェッショナリ
ズムの幅が広く、各コンピテンシーの定義がしづら
いことであろう。しかしこれは自律的学習者の育成
の観点を加えると、決してネガティブな要素ではな
い。これまでに確立されてきた獣医学体系による教
育と自律的学習者の教育観点を掛け合わせることに
よって、既存の獣医師の職域に加え、新領域へのパ
イオニアが育っていく可能性も充分にあると考えら
れる。

4．獣医学生とデータサイエンス教育
　今後の獣医学教育を考えるにあたり、必ず必要と
なるのはデータサイエンスに関わる教育である。医
学・歯学領域では 2020年度から東京医科歯科大学
で「医学・歯学分野における数理・データサイエン
ス・AI教育開発事業」が開始され、医学・歯学分
野における数理・DS・AI教育のモデルカリキュラ
ム・教材の開発とカリキュラムへの組み込み、全国
への普及・展開を目指している（木下 2021）。これ
は医学を志望する受験生にとって、医学教育の付加
価値が向上することを示している。獣医学科は医学
科志望受験生の受け皿になっている側面もあり、受
験生に国が示す「AI戦略 2019」を確実に実行して
いくことは学生や社会のニーズに応えることになる
だろう。これから入学してくる獣医学生は基本的な
データサイエンス教育を初等教育から受けた上で進
学するようになるため、今後のカリキュラム改正時
には学生の学習前提が変化していくことも考慮しな
ければならない。他方、獣医学生の情報リテラシー
力やデータサイエンス力の現状にあった授業を行う

ことで、DS教育の移行期にある世代が将来的に不
利益を受けないような配慮も必要である。

5．麻布大学の教育の質向上の取組
　麻布大学では現在、全学的取組として教育の質の
向上に取り組んでいる。教育の質の向上のためには
学生個々の学習の状況や学習到達度を日常的に測定
し（ラーニング・アナリティクス）フィードバック
していく仕組み（マイクロ・ティーチング）が効果
的である。そのための仕組みづくりとして動物応用
科学科を中心に知識集約型社会を支える人材育成事
業「出る杭を引き出す教育プログラム」 への取組
を開始した。この事業の中で、LMSを介した授業
でのラーニング・アナリティクスに取り組んでい
く。また、麻布大学では 2020年度から全教員によ
るティーチング・ポートフォリオを作成・公開し、
各教員の教育活動を可視化することで全学が一体と
なった教育意識を醸成すべく取組を進めているとこ
ろである。

6．おわりに
　教育の質保証やカリキュラム・マネジメントと
言った概念は大学主導で推進される性格を有し、教
育の現場への波及には時間を要するものである。し
かし社会の変革スピードは年々増している。現場側
も時代のニーズを敏感に受け止めることで改革のス
ピードを上げていくことができるだろう。他分野で
先行している高等教育の創意工夫を獣医学教育に取
り入れていくことで、獣医学教育の魅力をさらに上
げていくことができると信じている。
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はじめに
　昨今、より良い獣医学教育の実施を目指し、獣医
系大学が個別で、あるいは大学間協議会・専門部会
などの大学横断的レベルで、様々な検討・議論を試
みている。また、2019年度には獣医学教育モデル・
コアカリキュラムも改訂され、今後各大学でのカリ
キュラムの見直しが進んでいくことになる。そのよ
うな中、動物を用いる実習科目についても、教育効
果はもとより実施に際して動物福祉を考慮した内容
であることが求められている。すなわち、環境省に
よる「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に
関する基準の解説１）」において、大学で実施され
る動物を用いた実習もすべて動物実験に該当すると
されており、文部科学省も同様の見解であることか
ら、適切な動物実験の実施に際して求められるレベ
ルの動物への配慮がなされなければならない。加え
て、動物実験に対する社会的な関心の高まりにより、
不適切な動物実験・動物を用いた実習について動物
愛護団体などから厳しい指摘がなされるなど、実験
動物、畜産動物等を問わず、動物福祉に配慮した実
習内容であることが求められている。
　以上のような背景に加え、2020年 3月の参議院
環境委員会で「獣医学部における生きている動物を
用いた実習に対する環境大臣の認識及び実態調査の
必要性」について質疑がなされたことを受け、文科
省から生体を利用した実習に関するアンケート調査
への協力要請があり、各獣医系大学が対応してきた
ところである。本学も調査に協力するとともに、そ
の後さらに依頼があった今後の方針についても検討
し、2021年 7月末には「本学科における生体を利
用した実習と教育効果について」と題した対応方針
を大学 HP上で公開した 2）。さらに 2021年 9月

には、各実習科目における検討方針について取りま
とめて全獣協への回答を済ませた。本稿では、以上
の流れを汲んだ本学獣医学科における動物（生体）
を用いた実習に対する取り組みについて紹介し、併
せて今後の展望や課題について挙げていきたい。

動物福祉に配慮した実習を目指して
　本学では動物を用いた実習が他大同様に実施され
ており、2009年に「日本大学動物実験運営内規（以
下内規）」が制定・施行される以前からも、実習であっ
ても動物実験とみなして、適切な動物の取り扱いを
含めた動物への倫理・福祉上の配慮をしてきた。前
述の社会的な注目や他大における不適切な実習実施
の例もあり、本学では動物を用いる実習科目はもれ
なく動物実験として、事前に動物実験計画書を作成
して動物実験委員会での審査を受けて承認を得てか
ら実施されている。特に動物実験委員会とは緊密に
連携し、国内の動物実験を取り巻く状況を随時反映
させながら、３Rの概念に基づく適切な実習内容と
なるよう、ときには計画の見直しが指示されるなど、
例年実施している実習であっても生体を用いる必要
性、動物の苦痛削減の最大限の配慮などを逐一確認
している。さらに、本学は動物実験を実施している
学部が複数あるため（生物資源科学部、医学部、歯
学部、松戸歯学部、薬学部、文理学部、工学部）各
学部に設置されている動物実験委員会に加え、本学
全体の動物実験委員会（通称本部委員会）において
も、各学部委員会で審議された内容を検証しており、
過去には本部委員会での指摘を受けて再度学部委員
会で審査している。すなわち、動物実験の適切性に
少しでも疑問が考えられる場合は差し戻して改善を
図るなど、ダブルチェック体制が機能している。ま
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た、文部科学省の「研究機関等における動物実験等
の実施に関する基本指針」で、動物実験の実施体制
が本指針に適合していることを自己点検・評価し、
外部の者による検証に努めることが求められてお
り、本学では学部ごとに検証を受検してきた。当学
部は 2017年度に日本実験動物学会による「動物実
験に関する外部検証」を受検し、医学部等とは異な
り多様な動物種を対象とした動物実験・実習が適切
な体制で実施されていることが確認されている 3）。
よって、本学における動物を用いる実習は、学長の
責任の下で承認され、動物の福祉に配慮した内容で
あり、実施体制も適切であると言える。
　本学科で実施される生体を利用する実習は、
2021年 9月時点まとめでは 9科目である。内訳は、
実験動物（マウス・ラット）を使用する 5科目（薬
理学実習、実験動物学実習、毒性学実習、寄生虫学
実習、獣医公衆衛生学実習）、愛玩動物（イヌ）を
使用する 2科目（小動物内科実習、小動物外科実習）
および産業動物（ウシ）を使用する 2科目（産業
動物臨床実習、臨床繁殖学実習）である。他にも事
前に動物（遺体）を用意して使用する実習も 2科
目ある（獣医解剖学実習、獣医病理学実習）。いず
れの実習も、実施前にすべて動物実験計画書を作成・
提出し、上記のような審査を経て承認を得てから初
めて実施可能である。実施後も、状況に応じて柔軟
に変更することが求められ、特に昨年度はコロナ禍
によるロックアウトを受けて、承認済みの実習科目
の一部をオンライン対応に移行するなどの変更を行
い、動物実験委員会もその状況を把握して、不必要
な動物の使用を抑制してきた。
　承認された実習科目では、それぞれ動物の福祉に
最大限の配慮をすべく検討がされている。すなわち、
積極的な代替モデルの導入、使用動物数の削減、視
聴覚教材の充実化などであり、以下いくつかの科目
における改善・検討事例を列挙する。

①薬理学実習：鎮痛薬実験（マウス、苦痛のカテゴリー

　D）は過去の撮影動画や模擬データを利用することに

　より、令和３年度からは動物を用いた実習の実施を中

　止。血圧測定実験（ラット、苦痛のカテゴリー C）は

　令和元年に実施したが、術者により安定した計測が困

　難であることが多かったために以後は中止し、ラット

　大動脈の in vitro 実験（苦痛のカテゴリー B ）を通じ

　て血管反応を理解させるように変更。

②毒性学実習：アセトアミノフェンによる肝毒性の実習

　（ラット、苦痛のカテゴリー D）は、令和３年度から培

　養肝細胞株を用いた in vitro 実験を代替として行う。

　行動毒性の実習（マウス、苦痛のカテゴリー C）は、

　薬理学実習（多元観察法など）の内容と共通する部分

　があることから、令和２年度から本項目を削除。

③小動物外科学実習：基本的な外科や麻酔の手技につい

　ては視聴覚教材やモデル（模型）を最大限に活用して

　習得するとともに、可能な限り使用する生体を削減し

　た上で、必要最小数の生体を使用して軟部組織外科お

　よび整形外科の実習を予定。

④産業動物臨床実習：モデル子牛を用いたロープワーク

　や保定法、と場由来の肢蹄検体を用いた削蹄法、屈筋

　腱切断法、皮膚切開法、皮膚縫合法などにより生体使

　用数を削減。今後も注射法、開腹手術なども生体を用

　いず、と場由来の検体を利用して手技を取得し、聴診

　や経口投与など侵襲性の少ない手技の取得は生体を用

　い、生体の負担および使用数のさらなる削減を検討。

⑤臨床繁殖学実習：食肉検査場で得られた子宮を使用。

　一方で直腸検査は努責、直腸の蠕動運動、子宮角の触

　感など生体の反応を確認しながら訓練を行う必要があ

　り、引き続き必要最小数の動物を使用した実習を予定。

　現在販売されている卵巣・子宮模型は、生体と触感が

　全く異なるため、より生体に近い触感の効果的なモデ

　ルが開発されれば導入を検討。

　以上のように、各実習科目とも現状で実施可能な
動物福祉への配慮がなされており、教育目的の達成
に支障がない範囲でのさらなる改善を目指し、引き
続き実習内容の見直し等を行っている。現在、本学
部では付属農場の整備が進んでおり、生体を用いる
産業動物系の実習については、さらに使用動物の飼
育環境の改善が見込まれ、より適切な実習が可能に
なると期待されている。

課題と展望
　本学における動物を用いた実習については、可能
な範囲で動物の福祉に配慮がなされており、教育効
果も担保され、おおむね支障ない状況であると言え
る。しかし、いくつかの課題はあり、今後のカリキュ
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ラム改訂へ向けても対応を検討する必要がある。現
時点では学内での議論が不十分ではあるが、本学に
おける生体を用いる実習についての課題と展望を述
べてみたい。
　動物実験における３Rの概念の遵守は当然ではあ
るが、あくまでも「目的を達成する範囲において」
考慮されるべき概念であり、例えば Reduction（使
用動物数の削減）については、必要最小限の頭数が
存在し、ゼロにはならず、また最小数であっても使
用する人数が多ければ実験（実習）全体で使用する
動物数としては大きくなる。国公立大と異なり、一
学年の学生数が 100人台となる私大では、使用動
物数の削減と教育効果のバランスをどのように考え
るか、この点がいつも問題となる。上述した文科省
の生体を利用した実習に関するアンケート調査の結
果では、学生 1名当たりの使用頭数が計算されて
おり、全獣医系大学における平均使用頭数と自大学
との多寡が明らかになっている。突出して頭数が多
い実習科目については、頭数の削減や代替手法の導
入を検討することになるが、実習で習得すべき、す
なわち動物の生体反応や種差および個体差を正しく
理解するという教育効果をどこまで担保できるかは
おそらく正解がなく、近似的な妥協点を探ることに
なる。そのため、一大学のみで検討しても限界があ
り、国内の獣医系大学はもとより、世界の趨勢・知
見を戦略的に収集・分析してさらなる改善を検討す
ることになる。一方で、本学は生体を利用すること
でしか得られない貴重な体験学習により、生命の尊
厳を深く理解し、動物愛護および福祉に関する高い
見識と倫理観をもつ獣医師の養成を目指しており、
生体を利用した実習は必要不可欠であると考えてい
る。よって、他大とも情報を共有し、動物実験に関
する専門部会であり、多くの獣医系大学教員が構成
員である日本実験動物医学会とも連携し、教育効果
を損じない範囲で、３Rの概念に沿った実習の模索
が一つ目の課題である。
　次の課題は改善のための予算および組織構造的な
問題である。３Rにおける Replacement（動物を
用いない代替法の検討）を実施するべく、ここ数年
で非常に多くの代替モデルが開発され普及してい
る。各種動物の模型だけでなく、各種獣医臨床手技
練習用のシミュレーターなどもあり、教育効果も期

待できる製品が散見される。よって、このようなモ
デルの導入を進めることにより、使用動物数の削減
が見込まれるが、ここで前述の課題と同様の問題が
生じる。すなわち、本学を含む私立大で必要な代替
モデルの数量は単純計算で国公立獣医系大学の 3～
4倍となり、予算確保の問題が生じることは自明で
ある。ある国立大ではクラウドファンディングによ
る予算を確保して代替モデルを導入したことを公表
していたが、私立大でそれと同等の募金の見込み、
さらには大学としての予算確保の見込みも不透明で
あり、私立大には経済的なハードルが高過ぎる現状
がある。加えて、本学は獣医系私立大の中で、唯一
学部として独立していない点が、あらゆる改革を妨
げている要因となっている。つまり、本学科は日本
大学生物資源科学部の一学科としての位置付けであ
るがために、他学科と横並びに扱われているため、
教員数確保も含め必要な予算措置についても柔軟か
つ機動力のある改善対応ができず、他の獣医系私立
大との競合の場では著しいハンディキャップがある
状況と危惧しているのは筆者だけだろうか。専任教
員数の不足については大学基準協会による評価にお
いて改善項目として指摘されており、喫緊の問題で
ある。本学は私立大としては全国一のスケールを誇
るがそのメリットを活かし切れていない点が惜しま
れる一方、もし豊富なリソースを集中できれば、よ
り適切な動物を用いた実習や、生体を用いない代替
手法を充実させた実習を実施することにより、社会
からの動物実験に対する批判的視点に十分に耐え得
る教育を提供できる大学として差別化できる可能性
がある。本学も他大同様にカリキュラム改訂の時期
を迎えており、整備後の付属農場における産業動物
系の実習の充実も見込まれる中、適切かつ教育効果
のある動物を用いる実習の在り方について、国内外
の動物実験に関する動向を捉えつつ、ビジョンを共
有しながら検討していければと考える。

引用元：
1)https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2911/0-full.pdf

2)https://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~vethome/pdf/NihonUniv_210731.pdf

3)https://www.nihon-.ac.jp/uploads/files/20180412103113.pdf
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　「獣医学振興」第 10 号は、本来ならば昨年発行予定でありました．しかし，コロナ禍の影響

で 1 年延期させていただきました．

　本号では，まず日本大学生物資源科学部・学部長である丸山総一先生に「コロナ禍における獣

医学教育」と題して，コロナ禍において教育への影響等に関して寄稿頂きました．また特別寄稿

として，獣医学教育支援機構理事長でもある髙井伸二先生に「獣医学教育支援機構の歴史と展望」

と題して，私獣協への提言も含めて寄稿していただきました．獣医学教育改革における先人たち

の努力とその成果が述べられており，獣医学モデル・コア・カリキュラムや共用試験導入の経緯

についても詳細に述べられております． 

　今回，特集として「獣医学教育の新たな展望」と題して，各大学の最近の話題を提供して頂き

ました．酪農学園大学・鈴木一由先生からは「EAEVE 認証の取り組みについて」，北里大学・

岡野昇三先生からは「ポストコロナの獣医学教育と参加型臨床実習および生体を利用した教育に

ついて」，日本獣医生命科学大学・田中亜紀先生からは「シェルターメディスンに関して」，麻布

大学・松井久実先生からは「新しい獣医学教育の視点について」，そして日本大学・佐藤雪太先

生からは「動物を用いた実習に関する今後の展望や課題について」，それぞれ寄稿頂きました．

本特集から各大学で多様な取り組みが行われていることがわかりました． 

　18 歳人口の減少・農学系志願者の減少など，私立獣医系大学をめぐる環境は厳しさをまして

います．この様な中，引き続き各大学間で情報共有をして，獣医学教育の発展に繋がる取組がで

きれば幸いです．

　最後になりましたが，御多忙の中，御執筆していただいた先生方には心より感謝申し上げます．

ありがとうございました．

        日本大学 生物資源科学部

        獣医学科主任　森友 忠昭
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