
13　家畜保健衛生所における獣医学生の研修受入体制の整備拡充

鈴木　博

要　　約

　近年，産業動物獣医師や公務員獣医師の不足や偏在が問題となっている。一方，獣医系大学における

教育改革を進める中で参加型実習の充実が課題となっている。このような背景から，獣医系大学を始め

多方面から家畜保健衛生所への学生研修生受入要望が増加しているため，研修生受入体制の整備，拡充

に取り組んだ。受入手続きの統一や専任担当者を配置し，受入人数の拡大を図るとともに，実習前に事

業概要等を説明するなど，家保業務が理解しやすい研修計画を作成した。また，関係施設の見学や防疫

演習への参加，女子学生を対象に女性職員による講話の機会を設けるなど研修内容の充実にも努めた。

その結果，従来に比べ約２倍の研修生を受入れ，アンケート結果からも，実際に獣医師の働く現場を見聞，

体験し，学習意欲やモチベーションの向上が図れ，産業分野関連獣医師への就業の動機付けとなるなど，

この研修が獣医師の人材育成に貢献している。

　近年，畜産関係や公衆衛生分野で重要な役割を

担っている産業動物獣医師や公務員獣医師の不足

や偏在が問題となっており，これらの分野を担う

獣医師の養成が課題となっている 6,8,9)。

　また一方では，我が国の獣医学教育の改革が獣

医系大学（大学）関係者の長年の懸案であったが，

文部科学省や農林水産省による大学や獣医学生へ

の支援事業の拡充や国際獣疫事務局（OIE）によ

る各国への獣医学教育改善の働きかけ等から，近

年，大学における教育改革が具体的に進展してき

ている 1-5,7)。その中で，産業動物関係の参加型臨

床実習やアドバンスト・カリキュラムの実施は，

現状の大学だけでは十分な実施が困難であること

から，大学からは，全国の家畜共済組合や家畜保

健衛生所（家保）等の関係団体及び機関への獣医

学生研修生の受入要望が強く寄せられている。

　当所では，長年，研修を希望する獣医学生等の

研修生を受入てきたが，このような背景から，大

学を始め国の獣医学生支援事業の実施団体等か

ら，これまで以上に研修生受入要望が増加したこ

とから，獣医学生研修生受入体制の整備，拡充に

取り組んだのでその概要を報告する。

研修生受入体制の整備拡充

　当所における研修生受入については，従来，平

成８年に策定された「東京都家畜保健衛生所研修

生受入要領」に基づき実施してきたが，現状に合

わなくなっていたことから本要領を全面的に見直

し，全面的に改正した。

　新要領では，研修生の受入要件，受入体制の整

備，手続き，窓口の一本化，服務の遵守，事故発

生時の責任・連絡先の明確化，個人情報の保護等

の 13項目を定め，受入人数の拡大や研修内容の

充実を図ることとした。

　具体的には，研修生の受入れ要望は，大学の担

当教官や大学事務局，国の補助事業実施主体の団

体，学生本人から直接等，様々なルートからくる

ようになったことから，専任の研修担当者を置き

窓口を一本化した。どのルートからの要望につい

ても，事務手続きは学生の所属大学をとおして行

い，責任者の明確化と手続きの統一を図った。

　研修担当者の役割は，大学等との連絡調整や研
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修計画の策定，職員への指導員依頼，研修生の世

話等，総合的な企画・連絡調整を行うこととした。

研修生を直接指導する指導員には，学生との年齢

差も少なく，親しみやすい若手職員を中心に，な

るべく多くの職員に参加・協力を求め，教材の準

備，農家等への連絡，実務の技術指導のほか，研

修内容の報告，研修生の評価，研修生との意見交

換会への出席も依頼した（図１）。

研修生受入に当たって 

考慮した点

　研修生受入に当たっ

て考慮した点は，研修

初日にオリエンテー

ションを行い，実習や

農場での注意事項，特

に事故防止，病原体の

まん延防止措置や公務

員獣医師としての服務

などを説明し，職員と

同じ作業着，ネームプ

レート等を貸与した。

　指導員には，検査技

術だけでなく業務の目

的や現状と課題，法的

根拠，畜産農家との接

遇などについても実習の前に説明をしてもらい，

研修生に業務の全体像が理解しやすいよう考慮し

た。また，人に教えることにより職員自身の研修

の機会にもなるようにした。

　事前の研修計画に無い，突発的な病性鑑定業務

なども臨機応変に研修カリキュラムに組み込み，

実際の家保業務を体験する機会を増やすようにし

た。このほか，食肉衛生検査所や畜産センター等

の他の職場での見学や実習等も行い，公務員獣医

師の幅広い業務内容を理解してもらうことや，所

内カンファレンス，防疫演習，意見交換会への参

加などをとおして職場の雰囲気を知ってもらうな

ど，職員との交流の機会を増やすように努めた。

　さらに，女子学生が多いことから，女性獣医師

職員による女性ならではの体験談や勤務条件等の

講話をしてもらい，将来の職業選択の参考となる

ようにした。

具体的な研修内容

　実際に行った 10日間の研修内容の実例を示す
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図１　獣医学生の研修受入体制の整備

表１ 家畜保健衛生所における獣医学生の研修内容の実例 

月 日 午   前 午   後 

8/25(月) 
・研修生紹介   ・オリエンテーション

・家保の事業概要 
・家保施設見学 
＊異常鶏の見分け方 ＊鶏の病性鑑定の着眼点 

8/26(火) 

・病理学的検査法 
＊鶏の保定法，採血法及び血液検査 

（ギムザ染色）

＊鶏の病理解剖 
・病理組織学的検査法(1) 固定 

8/27(水) 
・畜産センター，有機農業堆肥センター，

・BSE 検査施設見学 
・細菌学的検査(1)  単離培養，増菌培養 

Gram 染色，生化学検査，薬剤感受性試験 

8/28(木) 

・細菌学的検査(2)  単離培養，増菌培養 
G 染色，生化学検査，薬剤感受性試験

PCR，リアルタイム PCR 検査法(講義)
・病理組織学的検査法(2) 切出し，包埋 

8/29(金) ・BSE-ELISA 検査法 ・BSE‐ELISA 検査法 
・病理組織学的検査法(3) 薄切 

9/1(月) 
＊鳥インフルエンザ(AI)モニタリング 

(H 市) 

＊AI 抗体検査（AGP 反応） 
＊AI のウイルス学的検査法(1) 簡易診断法 

発育鶏卵によるウイルス分離 

9/2(火) ・牛のヨーネ病・結核病検査（M 町） ・牛のヨーネ病・結核病検査（M 町） 
＊AI 抗体検査 ELISA 法，AGP 反応判定 

9/3(水) ・ヨーネ病抗体検査（ELISA 法） ・牛白血病抗体検査（ELISA 法） 

9/4(木) 
・牛結核病ツベルクリン判定（M 町） 
・O157 検査採材（T 市） 

＊AI のウイルス学的検査法(2) 
ウイルス分離継代，HA 試験 
PCR 検査法 

9/5(金) 牛の受精卵採卵実習（畜産センター） 
・牛の直腸検査法実習（畜産センター） 
・死亡牛 BSE 検査 延髄の採材法 
・職員との意見交換会 

＊：鳥インフルエンザ関係の研修内容 
 
 
  

表１　家畜保健衛生所における獣医学生の研修内容の実例

－ 60 －
平成27年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2017）



と，日常業務に同行しての現場で

の採材や調査，採材した材料を用

いた検査技術の実習など，短期間

にできるだけ多くの体験ができる

よう研修計画を組んだ。また，研

修最後には職員との意見交換会を

行うことにした（表１）。

　具体例として鳥インフルエンザ

関係の研修内容を例示すると（表

１の＊印），鶏の病性鑑定を行う

上での基本的知識（異常鶏の見分

け方，病性鑑定の着眼点）や技術

（鶏の保定法，採血法，病理解剖

等）を最初に教え，次に当所で実

際に行っている鳥インフルエンザ

の防疫対策や診断法を体系的なカ

リキュラムを組んで研修できるよ

うにした。

研修生の受入実績

(1) 獣医学生研修生の受入実績

　当所における獣医学生研修生の

受入は１回当たり１～５名とし，

研修期間は原則５日間又は 10日

間である。大半の学生は，大学の

夏期又は春期休暇中の研修を希

望することから通常７～９月及

び３月に実施した。平成 15～ 27

年度の獣医学生研修生受入実績は，２～ 13人／

年，延べ 71人，年平均では 5.5人であった（表

２）。研修生の学年は３～６年生であり，５年生

が 59.2% を占め，４年生 23.9％，３年生 15.5％，

６年生 1.4％であった。なお，性別では女子学生

が 69.0％と大半を占めており，女子学生の積極性

や公務員獣医師への関心の高さがうかがわれた。

　平成 22 ～ 27 年度までの最近６年間では、研

修希望者の増加に応え、受入体制の整備・拡充を

図り、年間４～ 13名の研修生を受入れ、合計 45

名、年平均では従来（平成 15～ 21年度平均 3.7人）

の約２倍の 7.5人を受入れた。所属大学も広がり

九州や北海道地域の大学からの研修生もいた。

(2) 短期の学生研修・学外実習生の受入

　当所では，前述の概ね５日間から 10日間の日

程で行う研修のほか，１日以内の短期の研修生や

インターンシップの学生も受入れた（表２）。

　農林水産省の依頼による同省のインターンシッ

プの学生や，大学生個人からの見学やインターン

シップ希望も近年増加した。このほか獣医大学進

 
 
 
  

表２ 獣医学生等の研修生受入実績 
年度 大学名 受入人数 研修期間 短期(1 日以内)の研修・IS＊ 

H15 
麻布大    1 人    10 日 

麻布大  1 人 

中学生  2  北里大 2 5 
北里大 1 4 

H16 北里大 1 5 
獣医学生  2 農工大1年 17 人

北里大 1 5 

H17 麻布大 2 10 
  

麻布大 1 2 
H18 麻布大 3 10   

H19 麻布大 3 10 
 

農工大 4年 20 
農工大 4年 20 北里大 1 2 

H20 
麻布大 

農工大 
2 
1 10 

 
農工大 3年 40 
農工大 4年 34 

北里大 1 5 

H21 
北里大 3 5 日 大  2 

麻布大  1 
高校生  2 

農工大 3年 40 
麻布大 3 10 

H22 
北里大 2 5 

高校生  1 農工大 3 年 40 農工大 

麻布大 
1 
4 

10 
10 

H23 麻布大 4 10 農水省 IS  3 
日獣大    2 農工大 3 年 38 

H24 

北里大 

宮崎大 
1 
1 5 

農水省 IS 7  
麻布大 3 10 
鹿児島大 

酪農学園 

東 大 

1 
1 
1 

5 

H25 

麻布大 2 10 農水省 IS 4 
農水省 IS 3 
日獣大   1 
日獣大   3 
麻布大   1 

農工大 4年 42 麻布大 

酪農学園 
1 
1 5 

H26 

麻布大 3 10 
農水省 IS 3 
農水省 IS  4 
高校生     2 
予備校生   1 

農工大 4 年 44 
農工大 3 年 40 

麻布大 

農工大 

日獣大 

1 
1 
1 

5 

農工大 3 5 

H27 

麻布大 

北里大 

1 
2 5 

農水省 IS  4 
帯畜大   1 
卒後研修  1 

農工大 3 年 39 

麻布大 

農工大 

日獣大 

1 
1 
1 

5 

麻布大 

農工大 

日 大 

1 
1 
1 

5 

農工大 4 5 
＊IS: インターンシップ 

表２　獣医学生等の研修生受入実績
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学志望の高校生や予備校生などからの研修・見学

希望等もあり，これらの要望についてもできるだ

け応えるように努めた。

　都内にある東京農工大学は，始めは希望者のみ

の見学であったが，平成 19年度からは大学のカ

リキュラムの一環である学外実習として毎年３年

生又は４年生が継続的に来所している。学外実習

生の受入れについても，単なる見学だけでなく，

家保の業務や公務員獣医師の仕事を理解してもら

うための研修内容とした。

　初めに，家保の業務や公務員獣医師の仕事につ

いて総論的な講義を所長が行い，施設見学は検査

室が手狭なため３班に分けて実施し，案内の職員

のほか，各検査室では病性鑑定担当者から日常

行っている検査内容や検査機器等について説明や

質疑応答を行った。

　さらに，現在，家保の主要課題となっている口

蹄疫又は鳥インフルエンザの防疫対策について

10分間程度の解説を行い，それに引き続き，防

護服の着脱体験又は生きた鶏を使った鳥インフル

エンザ診断法などの参加型の実習を行った（図

２）。

研修生のアンケート結果

(1) 獣医学生研修生のアンケート結果

　研修終了時には毎回，無記名のアンケート調査

を行っている。その結果を見ると，研修にきた目

的は、将来の進路（職業）選択の参考とするため

が最も多く，次いで，獣医師の働く現場を見てみ

たいとの回答であった。研修期間，研修の理解度

及び研修内容については，ほぼ全員が「満足」又

は「ほぼ満足」と良い評価をしている。また，産

業動物獣医師への関心・理解については，研修体

験により具体的なイメージを持つことができ，ほ

ぼ全員が「関心が深まった」，「少し深まった」と

の回答であった。

　研修を受けた感想としては，①現場を見ること

ができたのは貴重な体験であった，②実際に働い

ている職員の話が聞けて参考になった。③職場の

雰囲気が判り，就職へのモチベーションが向上し

た，④現場に行く前に講義があり，より理解が深

まった，⑤公務員獣医師の仕事が理解でき有意義

であった。また，話に聞いていたより面白い仕事、

幅広い業務であることを知った等であった。

(2) 学外実習の主な感想

　学外実習に参加した過去５回分，合計 203名

の獣医学生が学外実習終了後，大学に提出したレ

ポート（A ４判１～２ページ）から主な感想をま

とめた（表３）。３時間程度の短時間の実習にも

かかわらず，家保や公務員獣医師の業務に関する

予備知識が乏しい獣医学生にとっては，家保の施

設見学や職員から直接，話を聞く機会は，公務員

獣医師の業務や役割，職場環境等について具体的

なイメージを持つことができるとともに新鮮な驚

 
 

表３ 学外実習生（3・4 年生，計 5 回，203 名）の主な感想 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 ・建物は古く小規模，職員が少ないにも拘わらず，検査設備は想像以上 

  に充実，検査室がコンパクトに整っていた。 

 ・大学で学習した PCR 検査等が実際に利用されているのを見て，学校での 

  実習の重要性を再認識した。 

・有事に備えた危機管理体制が充実し，消毒等の衛生管理が徹底していた。 

 
 
・社会の第一線で働く獣医師の姿を見てモチベーションが向上した。 

・業務内容の幅広さを知り公務員獣医師のイメージが変わった。 

・将来の職業選択肢の一つとして考えたい。選択肢が増えた。 

・AI 診断実習や防護服の着脱体験は大変好評であった。 

  着脱の難しさに驚くと同時に防疫対策の困難さを実感した。 

１ 家保の施設・業務内容 

２ 公務員獣医師について 

表３　学外実習生（3・4年生，計5回，203名）
の主な感想

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 短期の学外実習生の受入 
 
 
 

  

 

 研修時間： 14:00～17:00 
 受入学年・人数： 獣医学生３年又は４年生 約 40 人／回 １～２回／年 
 研修内容： 

  １ 家保の事業概要と公務員獣医師の仕事 
  ２ 施設見学と各病性鑑定担当者からの説明 
  ３ 鳥インフルエンザ，口蹄疫等の現況と防疫対策 
  ４ 防護服の着脱体験又は鳥インフルエンザ診断法実習 
 
 
 
 
 
 
 

図２　短期の学外実習生の受入
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きをともなう貴重な経験となるようであった。口

蹄疫や鳥インフルエンザの防疫対策の簡単な講習

と引き続いて行う防護服の着脱体験は大変好評

で，着脱の難しさに驚くと同時に防疫対策の困難

さを実感したとの感想が非常に多かった。

考　　察

　家保における獣医学生の研修生受入は，短期間

の研修にもかかわらず，実際に獣医師の働く現場

を見聞・体験し，学生の学習意欲・モチベーショ

ンが向上することや，公務員獣医師及び産業動物

獣医師等の産業分野関連獣医師への就業の動機付

けとなるなど，社会的に重要な役割を担う産業動

物や公衆衛生分野の獣医師の人材育成に貢献して

いるものと言える（図３）。

　また，獣医学教育改革の課題となっている大学

における参加型実習拡充への協力や補完的な役割

も果たしている。当所では，研修終了後，学生の

所属大学に研修内容の詳細を報告している。家保

における研修を単位認定している大学も多いこと

から，大学の求めに応じて学生個人毎の出席日数，

研修態度等の評価を記載した証明書の交付も行っ

ている。

　今後，各大学における参加型実習教育の拡充と

共に，家畜共済組合や家保等の関係団体・機関へ

の学生研修生の受入要望が増加することが予想さ

れる。当所では大学等からの要望に応え，通常業

務に支障がない範囲で受入人数の拡大を図った

が，学生研修生の受入れは時間的にも労力的にも

相応の負担でもある。現在のところ研修内容につ

いては，大学は学生研修生の受入団体・機関まか

せの感が強いが，今後，獣医学教育の改革を推進

する中で，家保等における研修を，獣医学教育の

中でどのように位置づけているか大学として明確

に示す必要があると思われる。また，家畜共済組

合や家保等の関係機関と大学との連携を深め，学

生研修生受入のみでなく，日頃からの交流機会の

拡大を図り相互に協力関係を築くことが重要と思

われる。

引用文献

１）石橋朋子：OIE の大学教育への貢献，獣畜

新報，Vol.66，No.1，27-28（2013）

２）伊藤茂男：獣医学の教育改革について，日本

農学アカデミー会報，14，56-61（2010）

３）伊藤茂男，金山紀久：獣医学系大学における

共同獣医学部等設置の取り組み (2) 北海道大

学と帯広畜産大学における共同獣医学課程

の実施，日獣会誌，65，245-248（2012）

４）唐木英明：獣医学教育改革運動の反省と今後，

日獣会誌，58，148-151，（2005）

５）名子　学：大学改革の動向と獣医学教育改革

の方向性，日獣会誌，65，169-179（2012）

６）農林水産省：獣医療を提供する体制の整備を

図るための基本方針，（2010）

[http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/
zyui/pdf/khosin.pdf]（参照 2016-05-10）

７）三角一浩，佐藤晃一：獣医学系大学における

共同獣医学部等設置の取り組み (1) 山口大学

と鹿児島大学における共同獣医学部の設置，

日獣会誌，65，13-17（2012）

８）獣医事審議会計画部会，公務員分野ワーキン

ググループ：公務員分野における適切な獣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 獣医師の働く現場を見聞・体験し，学習意欲，

モチベーションが向上 

２ 公務員獣医師等の産業分野関連獣医師への 

   就業の動機付け 

３ 獣医学教育改革の課題となっている参加型 

実習教育拡充に協力・支援 

産業動物・公衆衛生分野の獣医師の

人材育成に貢献 

図３ 家畜保健衛生所における獣医学生研修生受入の効果 
図３　家畜保健衛生所における獣医学生研修生受

入の効果

－ 63 －
平成27年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2017）



医療の提供体制の整備を図る上で留意すべ

き事項，公務員分野ワーキンググループ報

告書（2009）

[http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/
zyui/pdf/komuin-wg.pdf]( 参照 2016-05-10）

９）獣医事審議会計画部会，産業動物分野ワーキ

ンググループ：産業動物分野における適切

な獣医療の提供体制の整備を図る上で留意

すべき事項，産業動物分野ワーキンググルー

プ報告書（2009）

[http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/
zyui/pdf/sangyo_dobutu-wg.pdf]
（参照 2016-05-10）

－ 64 －
平成27年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2017）


