
共同獣医学部　Joint Faculty of Veterinary Medicine動物との共存で人は豊かになります

共同獣医学部ウェブサイト

共同獣医学部

本学では学内での豊富な実習内容に
加え、小・大動物臨床、公衆衛生分野
等の、実際に獣医師が働く現場での実
習を経験でき、将来の選択肢を大きく
拡げることができます。さらに、全国的
にみても多い長期休みを生かし、外部
実習に行くことも、趣味に費やすこと
もでき、めりはりのある学生生活を送
ることができるのが魅力です。

真鍋 健三
共同獣医学部　獣医学科　6年
福岡県出身　西南学院高等学校卒業

鹿児島大学に興味を持っている
受験生に対するアドバイスを
お願いします。

鹿児島大学が目指しているのは世界
に通用する獣医師です。附属動物病院
での24時間体制の犬猫の診療はも
ちろん、畜産が盛んな鹿児島という地
の利を生かした牛馬豚鶏の実習も充
実しています。今は毎日が動物の命と
向き合う日々で、一歩ずつ獣医師に近
づいていると実感しています。

大重 春菜
共同獣医学部　獣医学科　6年
千葉県出身　芝浦工業大学柏高等学校卒業

あなたが本学を選んだ理由は？

47 KAGOSHIMA UNIVERSITY 2019 48KAGOSHIMA UNIVERSITY 2019

共
同
獣
医
学
部

水
産
学
部

農
学
部

工
学
部

歯
学
部

医
学
部

理
学
部

教
育
学
部

法
文
学
部

共
通
教
育

MAP●P68 共同獣医学部…A-6～7・ A-11～12・A-90

学部の構成

施設・環境

総合動物実験施設

世界水準の獣医師を育てるために、動物を用いた教育・
研究を実施する施設として平成27年に設立されまし
た。施設内では、中小の動物のみならず牛などの大動
物が国際的な基準に従った環境下で飼育され、その動
物を用いた実習・実験が行われています。この施設で行
われる動物の使用と飼育管理のプログラムを、動物福
祉に十分配慮したプログラムにするべく日夜取り組ん
でいます。

附属動物病院
小動物診療センター

附属動物病院;学部附属の教育施設であり、
地域の動物診療に開放されています。優れた
獣医師を養成するための教育病院として、そ
して動物の診断や治療に関する研究を行う施
設としての役
割を果たして
います。

附属動物病院軽種馬
診療センター

馬診療部門の施設であり、ハイクリーン陽圧
手術室やデジタルX線システムなどを備えた
診療施設です。国内でも数少ない馬獣医療
の教育施設です。

共同獣医学研究科
────────────────────
博士課程
○獣医学専攻共同獣医学部

大
学
院

さらなる研究と創造へ

教育成果の社会への還元

獣医学科
動物に対する愛情が人を優しくします
入学定員：30

「獣医学」は、動物の健康と福祉、そして公衆衛生を科学的に考究して、その

成果を人と動物が幸せに共生できる地球環境社会の創生に役立てることを

目的とした分野です。鹿児島大学と山口大学は共同獣医学部を設置して、そ

れぞれが特徴とする教育や研究の質をより一層高め、お互いが補い合うこ

とによって理想とする獣医学教育研究を行う組織へと発展します。

生命科学の中核をなす動物生命科学研究を推進し、人類と動物との共生環境社会
を科学的に考究し、 動物生命倫理を通じて命の尊厳を学び、豊かな人間社会の創
生に貢献することを基本理念としています。

動物の健康と食の安全のために ～獣医師の養成～
動物と人間の健康増進のため、教育、研究、地域へのサービスを通じて優れた獣医
師を輩出するとともに、獣医学を発展させることが本学部の使命です。動物の疾
病の診断、予防、治療、そして動物の生産性の向上、食品安全の確保、環境衛生に貢
献します。

学部の理念

学部の特色

現在、長崎県佐世保市を中心に牛
の診療業務に携わっています。仕
事は一筋縄ではいかないことが
たくさんありますが、スタッフの
方々や農家さんからの厳しくも
温かい指導のもと、充実した日々
を送っています。私は一度会社員
を経て、鹿児島大学共同獣医学部
に入学しました。幼少の頃より憧
れていた獣医師になりたいとい
う気持ちを諦めきれなかったこ
とと、獣医師という仕事の特殊性
もあり、選択次第で生涯現役を続
けられるということが目指した理由になります。正直に言いますと、ひ
とまわり以上も年齢が違う学生との大学生活に不安がありましたが、
まったくの杞憂でした。同学年にも社会人経験者が数名いたこともあり
ますが、思っていたより年齢は関係なく、その人となりを見られていた
ように感じます。ありがたいことに年下であっても尊敬できる友人が出
来、また学問の面だけでなく人としても素晴らしい先生方と出会うこと
ができました。いくつになっても学ぶことに限りはなく、望むもの皆に
扉は開かれていると思います。

学ぶ心がある限り、
望むもの皆に扉は開かれています

卒業生の声
長崎県北部農業共済組合

岡部 浩一
平成29年度卒業
土浦日本大学高等学校出身

皆さんは「獣医学の研究」と言えば
動物の臨床研究が頭に思い浮か
ぶかもしれませんが、その他にも
動物生命機能に取り組む基礎獣
医学研究や、動物に感染する病原
体の感染メカニズムを解明する
病態予防獣医学研究があります。
その中でもウイルス、細菌、原虫な
どの病原体を動物へ媒介するマ
ダニが脚光を浴びています。マダ
ニはクモやサソリと同じ節足動
物の仲間であり、人や動物に寄生
して吸血します。そこで、私達はマ
ダニとマダニ媒介性病原体を阻止するための新しい防除技術の確立や、
吸血におけるマダニの生物活性分子群を解明することを目指していま
す。このように、私達はマダニの生物活性分子群を創薬活用するための
新たな用途も視野に入れながら研究を行っています。

研究テーマ ○吸血におけるマダニの生物活性分子の解明
○マダニとマダニ媒介性病原体の相互関係
○野外から集めたマダニに潜む病原体の検出

獣医学だけでなく、他分野にも通用できる人材になれるように、
広い視野を持って、積極的に何事にも取り組んでください

共同獣医学部
研究室レポート

共同獣医学部　獣医学科
教授

田仲 哲也

※1 獣医学の正規の過程を修めて卒業し、さらに大学等で「臨床生理学」などの科目を
修めると受験資格取得

※2 卒業後、獣医師国家試験を受験・合格し、獣医師免許を取得すると資格取得可能
※3 卒業後、資格に関連する職務についた場合に資格取得可能

◎獣医師(国家試験受験資格)　◎臨床検査技師（受験資格取得可能※1）
◎家畜人工授精師（※2）　◎食品衛生管理者（資格取得可能）
◎食品衛生監視員（任用資格※3）　◎環境衛生監視員（任用資格※3）

取得可能な資格 卒業後の進路
◎農林水産省　◎厚生労働省　◎県庁
◎市役所

公務員

◎農業共済組合　◎JRA、その他の競走馬関係大動物臨床

◎動物病院小動物臨床

◎製薬企業　◎研究所微生物・バイオ

主な
学びの分野

動物生命科学、病態制御学、伴侶動物臨床獣医学
産業動物臨床獣医学
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