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本事業の趣旨 

 

大学院教育改革支援プログラムの趣旨 

 中央教育審議会答申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」

（平成 17 年 9 月）にあるように，大学院教育の国際化に向けた取り組みが強く求められている。

大学院教育改革支援プログラムは，こうした趣旨を背景に大学院修士課程や博士課程の教育を組

織的に改変して体系化し，大学院教育の実質化を強力に推進するプログラムである。 

 本研究科では，大学院教育改革支援プログラムの採択を基盤に，これまで築いてきた連合獣医

学研究科の実績を継承しつつ，国際的に広く活躍できる獣医学研究者の育成を目指す。 

 

本プログラムの目的 

 本学連合獣医学研究科は，構成する 4 大学（帯広畜産大学，岩手大学，東京農工大学，岐阜大

学）と 4 連携機関（国立感染症研究所，国立医薬品食品衛生研究所，（独）動物衛生研究所，JRA

競走馬総合研究所）との密接な連携のもと，1 大学では達成できない幅広い分野の教育と研究を

行ってきた。本プログラム「グローバル化に向けた実践獣医学教育の推進」は，これまでの教育

科目の内容を精査し，時代の要求に即した教育科目を導入して，魅力的な大学院教育へと体系化

する。特に，国際的な分野での活躍が期待されている獣医学研究者においては，従来の獣医学領

域に加えて，学際的な領域と異文化への理解を促進し，研究者としての探求力と幅広い人間力の

育成を目指す。 

 

本プログラムの内容 

 「グローバル化に向けた実践獣医学教育の推進」では，国際的に活躍できる獣医学研究者の育

成を目標に，語学力，科学コミュニケーション力，幅広い教養と倫理観を育成する。従来の大学

院教育は，個人の研究力の育成に力点を置いてきたが，得られた知識と技能を社会で実践し体験

する機会が少なかった。本プログラムでは，入学後，異文化に接する機会を多くし，履修者が広

く社会で情報発信できる能力を育成する。さらに，修得した知識や技能の国内外での実践を通じ

て，自己研鑽できる場を多く提供する。 

本プログラムでは以下の 4点に重点を置き教育する。 

１．語学力の向上 

２．科学コミュニケーション力の育成 

３．学際的な素養と倫理観の育成 

４．海外で通じる実践力の育成 
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本事業の実施体制 

 

 大学院教育改革支援プログラムの事業は，4 大学と 4 連携機関の協力のもと実施する。本事

業が円滑に実施され，高い教育的効果をもたらすために，岐阜大学大学院連合獣医学研究科内

に本事業の実施内容を検討する「大学院教育改革委員会」を設置する。 

 大学院教育改革委員会は，研究科長，研究科長補佐，各大学からの代議委員，3 連携機関か

らの代表者から構成され，本事業に関する立案・企画，実施，評価および予算等に関して審議

し，本事業を推進する。なお，本事業の実施に関する事務・経理は岐阜大学大学院連合獣医学

研究科事務局内におく。 

 

 平成 21 年度 大学院教育改革委員会メンバー 

  研究科長         石黒直隆    本事業の実施代表者 

  研究科長補佐       深田恒夫 

  帯広畜産大学       三宅陽一 

               北村延夫 

  岩手大学         山本欣郎 

               佐藤 繁 

  東京農工大学       下田 実 

               白井淳資 

  岐阜大学         柳井徳磨 

               杉山 誠 

  国立感染症研究所     山田章雄 

  国立医薬品食品衛生研究所 山本茂貴 

  (独)動物衛生研究所    恒光 裕 

 

本事業実施本部 「大学院教育改革委員会事務局」 

  岐阜大学大学院連合獣医学研究科内 

   〒501-1193 岐阜市柳戸 1番 1 

   代表電話：058-293-2982 

   Ｅ-mail: renju@gifu-u.ac.jp 

      URL: http://www1.gifu-u.ac.jp/~ugvphdhp/ 

   本プログラムに関する詳しい情報等はホームページに公開されている。 
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履修課程の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岐阜大学大学院連合獣医学研究科の教育プロセス  

感染症のリスク対策 食の安全性 動物生産と福祉 

 

 

 

 

  

獣医学特別講義Ⅲ(科学コミュニケーションⅡ)，獣医学特別演習Ⅲ 
獣医学特論Ⅲａ，Ⅲｂから選択

 

派遣（海外フィールド実習）
カセサート大学 
ガジャマダ大学 
ボゴール農科大学  など 

実践実習
国立感染症研究所 
国立医薬品食品衛生研究所   
（独）動物衛生研究所

派遣（海外短期集中コース） 

欧米の獣医科大学 

D4 

D3 

D2 

D1 

研究分野別の 
研究指導 

研究結果の 
中間発表 
 
国際学会 
発表指導 

獣医学特論Ⅰc(科学英語Ⅰ)，学際領域特別講義Ⅰ 
獣医学特別講義Ⅰ，獣医学特論Ⅰa，Ⅰb，獣医学特別演習Ⅰ，獣医学特別実験Ⅰ 

獣医学特論Ⅱc (科学英語Ⅱ)，学際領域特別講義Ⅱ， 
獣医学特別講義Ⅱ(科学コミュニケーションⅠ)，獣医学特別演習Ⅱ 
各連合講座（基礎，応用，病態，臨床）の獣医学特論Ⅱa，Ⅱbから選択 

学位論文作成 
学位審査 
国際学会での発表 
国際誌への投稿 

主・副指導教員の 
決定および研究 
計画の発表と指導 

 

 

 

博士(獣医学)：国際的に活躍する能力  

学位修得までのフロー 

各部門を選択 獣医学特別実験Ⅲ 

獣医学特別実験Ⅱ（派遣前研修） 
各大学の附属センターを活用し，第2副指導教員による教育，実習の指導 

獣医学研究者の社会的要求の強い分野 

岐阜大学大学院連合獣医学研究科の組織図  

  
（講義と情報の共有） 

グローバル化に向けた実践獣医学教育の推進 

・ 

 

・

・ 

・ 
・

SINET3 

帯広畜産大学 

岩手大学

東京農工大学 

岐阜大学 

構成４大学

帯広畜産大学 畜産学部・獣医学課程 
動物病院 
原虫病研究センター 

岩手大学    農学部・獣医学課程 
動物病院 
動物医学食品安全教育研究センター 

東京農工大学 農学部 獣医学科 
動物医療センター 

岐阜大学    応用生物科学部・獣医学課程 
動物病院 
附属野生動物救護センター 

国立感染症研究所 
国立医薬品食品衛生研究所 
（独） 動物衛生研究所 

４連携機関

JRA 競走馬総合研究所 
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Mission Statement of Program 

 

Support Program for Improving Graduate School Education: Overview 

As outlined in “Graduate School Education in a New Age: Restructuring into an Internationally 

Attractive Educational System” a report issued by the Central Education Council of the Japanese Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in September 2005, graduate education 

reform has been strongly encouraged to focus on internationalization. As such, the Support Program for 

Improving Graduate School Education was also founded by the MEXT to support organizational 

restructuring and systematization of existing master’s and doctorate degree programs, and to aggressively 

promote consolidation of the graduate education framework. By combining this new support program with 

long-standing experience, the United Graduate School of Veterinary Sciences (UGSVS) at Gifu University 

will continue to nurture internationally-minded veterinary scientists.  

 

Goals of the UGSVS Reform Project 

Supported by a powerful alliance of four universities (Gifu University, Obihiro University of 

Agriculture and Veterinary Medicine, Iwate University, and Tokyo University of Agriculture and 

Technology) and four research institutions (National Institute of Infectious Diseases, National Institute of 

Health Sciences, National Institute of Animal Health and JRA Equine Research Institute), the UGSVS 

program has been able to provide educational and scientific research opportunities in a wide spectrum of 

areas that would be impossible for a single university to offer on its own. We have proposed a reform 

project entitled “Promotion of Pragmatic Veterinary Education Toward Globalization,” which has been 

submitted to and accepted by the MEXT support program, with the goals of conducting an extensive review 

of the existing curriculum and content, integrating new courses that meet the needs of the times, and 

systematically transforming offerings into an attractive graduate program. In particular, we are placing a 

strong emphasis on the training of veterinary scientists at the highest international levels of excellence. We 

aim to develop inquisitiveness and flexibility in students by enhancing existing veterinary courses through 

the pursuit of interdisciplinary and cross-cultural exchanges. 

 

Vision of the UGSVS Reform Project 

“Promotion of Pragmatic Veterinary Education Toward Globalization” focuses on the development of 

internationally capable veterinary scientists by providing opportunities for strengthening language abilities, 

scientific communication skills, breadth of general knowledge, and ethical thought. Traditionally, graduate 

education has centered on the development of individual research ability. Under that approach, however, 

students have only had limited opportunities to practice and experience their acquired skills and knowledge 

in the real world. The new UGSVS program will increase students’ contacts with different cultures and 

foster their ability to send and disseminate information throughout society. Further, we will provide 

brainstorming opportunities for students to experience and deepen the theories and skills they have learned 

both domestically and abroad. 

The program has four educational emphases: 

1. Improvement of language ability 

2. Development of scientific communication skills  

3. Fundamental interdisciplinary and ethical education 

4. Development of practical, internationally competitive skills 
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Implementation of the UGSVS Reform Project 

As a part of the Support Program for Improving Graduate School Education, the UGSVS reform 

project will be implemented through the collaboration of the four alliance universities and four alliance 

institutes. In order to ensure a smooth implementation and successful educational outcome, UGSVS will 

organize a Reform Committee for Graduate Education to study the contents of the program.  

The Committee will consist of the UGSVS Dean and the Executive Assistant to the Dean along with 

representatives from each affiliated university and institute. The role of the Committee will be to discuss 

the proposal, design, implementation, assessment, and budget of the reform project and to move the project 

forward. Administrative and accounting work for the reform project will be managed by the Administration 

Office of UGSVS at Gifu University. 

 
Member of Reform Committee for Graduate Education in 2009 

Dean       Naotaka Ishiguro 

Executive Assistant to the Dean    Tsuneo Fukata  

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Yoichi Miyake 

Nobuo Kitamura 

Iwate University      Yoshio Yamamoto 

Shigeru Sato 

Tokyo University of Agriculture and Technology  Minoru Shimoda 

         Junsuke Shirai 

Gifu University      Tokuma Yanai 

Makoto Sugiyama 

National Institute of Infectious Diseases   Akio Yamada 

National Institute of Health Sciences    Shigeki Yamamoto 

National Institute of Animal Health    Hiroshi Tsunemitsu 

      

Office of Reform Committee for Graduate Education 

     The United Graduate School of Veterinary Sciences, Gifu University 

     1-1, Yanagido, Gifu-shi 501-1193, Japan   Tel: +81-58-293-2982 

Ｅ-mail: renju@gifu-u.ac.jp 

     URL: http://www1.gifu-u.ac.jp/~ugvphdhp/ 
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・ 

・

・ 

・ 
・

SINET3 

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine  

  Iwate University  

Tokyo University of Agriculture and Technology 

Gifu University  

Four Universities and Four Cooperating Organizations 
                     National Institute of Infectious Diseases 
                     National Institute of Health Sciences 
                     National Institute of Animal Health 
                     JRA Equine Research Institute 

 

Dissertation submission 
Dissertation defense 
Presentation at an 

international 
conference 

Submission of 
dissertation work to an 
international journal 

Timeline to Degree 

D4 

Risk management for 
infectious diseases 

Track requirements 

Interim presentation of 
dissertation 
research 

 
Orientation for 

presentation at an 
international 
conference 

Selection of primary 
and secondary 
mentors 

Research proposal 
guidance and 
presentation 

D3 

D2 

D1 

Areas of strong social demand for veterinary scientists 

Food safety Livestock production 
and animal welfare 

Ph.D. in Veterinary Medicine 
= Internationally Competitive Personnel 

Overseas Training  
(Overseas Field Practicum) 

Veterinary schools in Asia 
countries 

 or other institutions 
 

Veterinary Theory and 
Practicum 

National Institute of Infectious 
Diseases 
National Institute of Health 
Sciences 
National Institute of Animal 
Health 

 
Overseas Training  
(Intensive International 
Studies) 

Veterinary schools in the 
U.S. and Europe 

Advanced Laboratory Experiments 
 in Veterinary Science III 

Select one 

Veterinary Special Lecture III (Scientific Communication II),  
Special Advanced Seminar in Veterinary Science III 
Select from Special Lectures in Veterinary Science IIIa, IIIb 

Advanced Laboratory Experiments in Veterinary Science II (Pre-overseas training) 
Research guidance and training by the secondary mentor, offered at relevant university 
and institutional research facilities. 

Special Lecture in Veterinary Science IIc (Scientific English II),  
Special Lecture in related research fields II,   
Veterinary Special Lecture II (Scientific Communication I), 
Special Advanced Seminar in Veterinary Science II 
Select from Special Lectures in Veterinary Science IIa, IIb for each track (medical science, 
applied science, pathology, or clinical science) 

Special Lecture in Veterinary Science Ic (Scientific English I),  
Special Lecture in related research fields I, 
Veterinary Special Lecture I, Special Lectures in Veterinary Science Ia, Ib, Special Advanced 
Seminar in Veterinary Science I, Advanced Laboratory Experiments in Veterinary Science I 

The Current State of Graduate-level Education 



7 

岐阜大学大学院連合獣医学研究科規則別表（第 6条関係） 

連合獣医学研究科授業科目および単位表 

基礎獣医学連合講座に属する学生の授業科目を示す。病態，応用および臨床各連合講座

に所属する学生は，上記の基礎をそれぞれの連合講座名に読み替える。 

連 合 講 座 授 業 科 目 単位数 

基礎獣医学 

基礎獣医学特論Ⅰa 

基礎獣医学特論Ⅰb 

基礎獣医学特論Ⅰc（科学英語Ⅰ） 

基礎獣医学特論Ⅱa 

基礎獣医学特論Ⅱb 

基礎獣医学特論Ⅱc（科学英語Ⅱ） 

基礎獣医学特論Ⅲa 

基礎獣医学特論Ⅲb 

基礎獣医学特別演習Ⅰ  

基礎獣医学特別演習Ⅱ 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 

基礎獣医学特別演習Ⅳ 

基礎獣医学特別実験Ⅰ 

基礎獣医学特別実験Ⅱ(第 2副指導) 

基礎獣医学特別実験Ⅲ(海外・実践) 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

必修 

必修 

選択 

選択 

選択 

選択 

選択 

選択 

必修 

必修 

必修 

選択 

必修 

必修 

選択 

共 通 

獣医学特別講義Ⅰ 

獣医学特別講義Ⅱ(科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ) 

獣医学特別講義Ⅲ(科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ) 

学際領域特別講義Ⅰ 

学際領域特別講義Ⅱ 

2 

1 

1 

1 

1 

必修 

選択 

選択 

必修 

必修 

備考１．各特論ⅠaおよびⅠbは，各研究単位で行うゼミ，抄読会，学会発表等に読み替えること

ができる。 

２．各特別演習は，学位論文に関わる研究活動の授業を示す。 

３．特別実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは，教育研究分野で学位論文に関係しない研究等に読み替えること

ができる。 

４．獣医学特別講義Ⅱ・Ⅲは各研究単位で行う外書購読等に読み替えることができる。 

５．修了要件 30 単位のうち，18 単位が必須である。 

６．本シラバスは平成 21 年度入学生から適応する。なお，本シラバスは平成 20 年度大学院

教育改革支援プログラムの採択による改正であり，平成20年度以前の入学生についても，

希望があれば本シラバスの受講を認める。 
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平成 21 年度シラバス（平成 20 年度大学院教育改革支援プログラム採択による変更） 

 

 学生は 4年間に必修として，獣医学特論Ⅰa・Ⅰb を各 2 単位（計 4 単位），獣医学特別演習Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲを各 2 単位（計 6 単位），獣医学特別実験Ⅰ，Ⅱを各 2 単位（計 4 単位），獣医学特別講義

Ⅰを 2単位，学際領域特別講義Ⅰ・Ⅱを各 1単位（計 2単位）の合計 18 単位と選択 8単位以上の

履修が必要である。 

 なお，授業は担当教員により随時開講されるため，受講に当たっては，履修届を受理された担

当教員の開講時期，開講時間等に注意すること。 

 

１．獣医学特論Ⅰa・Ⅰｂ  4 単位（必修） 

２．獣医学特論Ⅰc・Ⅱｃ  2 単位（選択） 

  「科学英語Ⅰ・Ⅱ」の科目であり，外部からの外国人による英会話教育 

  原則として第 1年次(D1)と第 2年次(D2)に履修 

３．獣医学特別演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  6 単位（必修） 

４．獣医学特別演習Ⅳ  2 単位（選択） 

５．獣医学特別実験Ⅰ  2 単位（必須） 

６．獣医学特別実験Ⅱ  2 単位（必修） 

（4 大学附属研究センターおよび動物病院でのプログラムに参加，あるいは第 2 副指導教員

による実験，実習の指導を受ける） 

原則として第 2年次(D2)に履修 

７．獣医学特別実験Ⅲ  2 単位（選択） 

  （海外フィールド実習，海外短期集中コース，実践実習） 

海外大学および連携研究機関への派遣 

原則として第 3年次(D3)に履修 

８．獣医学特別講義Ⅰ 2 単位（必修） 

９．獣医学特別講義Ⅱ・Ⅲ 2 単位（選択） 

  「科学コミュニケーションⅠ・Ⅱ」の科目であり，内外の研究者による講演および留学生を

交えたデータ報告を兼ねた研究発表を英語のみで行う。 

  第 2 年次(D2)と第 3年次(D3)に履修 

１０．学際領域特別講義Ⅰ・Ⅱ  2 単位（必修） 

１１．獣医学特論Ⅱa・Ⅱｂ・Ⅲa・Ⅲｂ  各 2 単位（選択） 

１２．成績の表示は，次のとおりとする。 

優：100～80 点，良：79～70 点，可：69～60 点，不可：60 点未満 
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主な改定・新設科目の説明 

 

２．獣医学特論Ⅰc およびⅡｃ（科学英語ⅠおよびⅡ） （改定） 

開講：原則として第 1年次(D1)と第 2年次(D2)に履修  各 1 単位（選択） 

担当教員：非常勤講師など 

連合講座：4連合講座 

授業テーマ：実践英会話 

授業概要：国際社会で活躍できる獣医師の英語力を高めるために，外国人講師により会話力

を高め質疑応答力をつけることを目標とする。 

授業方法：少人数制による英会話 

成績評価：主に出席率によって評価する。 

 

６．獣医学特別実験Ⅱ（第 2副指導） （改定） 

開講：原則として第 2年次(D2)に履修  2 単位（必修） 

  授業目標および概要：連合 4 大学の附属研究センター（帯広畜産大学原虫病研究センター，

岩手大学動物医学食品安全教育研究センター，東京農工大学動物医療センター，岐阜大

学野生動物救護センターおよび各大学における動物病院）における教育プログラムに参

加し，指導教員以外から専門の獣医学教育を受ける。あるいは第 2副指導教員を訪問し，

実験，実習等の指導を受ける。 

 

７．獣医学特別実験Ⅲ（海外フィールド実習，海外短期集中コース，実践実習） （改定） 

開講：原則として第 3年次(D3)に履修  2 単位（選択） 

海外の大学（海外フィールド実習：アジア，オセアニア地域，海外短期集中コース：アメ

リカ，ヨーロッパ）および連携研究機関（実践実習：国立感染症研究所，国立医薬品食品衛

生研究所および(独)動物衛生研究所）へ派遣し，海外フィールド実習では，感染症，食の生

産現場，生物多様性の現状を実体験する。また，海外短期集中コースでは欧米の進んだ獣医

療分野で先端臨床教育を体験したり，国際学会に参加する。連携研究機関には，主に留学生

を派遣し，日本の獣医学の 先端を体験する。 

 

９．獣医学特別講義ⅡおよびⅢ（科学コミュニケーションⅠおよびⅡ） （新規） 

開講：第 2年次(D2)と第 3年次(D3) に履修  各 1 単位（選択） 

授業目標および概要：大学院で学ぶ者に，国際学会あるいは留学で英語でのプレゼンテーシ

ョンやディスカッションが行えるような能力を育成する。 

  授業内容：内外の研究者の講演会に引き続き，留学生を含む学生の研究を英語でプレゼンテ

ーションする。すべての参加者は英語のみで発表・質疑を行う。 
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平成 21 年度の事業計画 

１．獣医学特論ⅠcおよびⅡc（科学英語ⅠおよびⅡ） 

   開講：第 1年次(D1)と第 2年次(D2)学生 

内容：実践英会話 （各大学で個別に実施する。） 

   要件：第 3年次(D3)に海外での発表および研修等を希望する学生は受講のこと。 

       実施報告書 「様式１」 

   １）帯広畜産大学 

      ジオスによる非常勤講師を予定 

      開講日程未定。約 15 回実施する。 

   ２）岩手大学 

      大学内の英語講師にて実施 

      開講日程未定。約 15 回実施する。 

   ３）東京農工大学 

      大学内の英語講師にて実施 

      開講日程未定。約 15 回実施する。 

   ４）岐阜大学 

      ジオスによる非常勤講師を予定 

      開講日程未定。約 15 回実施する。 

 

２．獣医学特別実験Ⅱ（第 2副指導） 

   開講：第 2年次(D2)学生  第 2 副指導教員による研究指導等 

   実施：平成 21 年度より実施予定である。 

      第 2 年次(D2)学生は第 2 副指導教員と実施日と内容に関して相談し実施本部に申請

書類を提出する。 

申請書類「様式２-１，様式２-２」，報告書類「様式３」 

 

３．獣医学特別実験Ⅲ (海外フィールド実習，海外短期集中コース，実践実習) 

   １）海外フィールド実習   （平成 20 年度より実施） 

     開講：第 3年次(D3)学生 （一部，参考事例として大学院生が参加する場合がある。） 

     内容：東南アジアの大学（タイ，インドネシア等）との教育連携に関する協定書を取

り交わし事前調査を実施する。 

        申請書類「様式４-１，様式４-２」，報告書類「様式５」 

        申請書類「Form４-３」（相手国との連絡に使用する。） 

 

   ２）海外短期集中コース   （平成 20 年度より実施） 

     開講：第 3年次(D3)学生 （一部，参考事例として大学院生が参加する場合がある。） 

     内容：アメリカ，ヨーロッパの研究機関との教育連携に関する協定書を取り交わし事

前調査を実施する。 

        申請書類「様式４-１，様式４-２」，報告書類「様式５」 

        申請書類「Form４-３」（相手国との連絡に使用する。） 
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   ３）実践実習        （平成 21 年度より実施） 

     開講：第 3年次(D3)学生  

     内容：3連携機関（国立感染症研究所，国立医薬品食品衛生研究所，（独）動物衛生研

究所）での短期間の研修。 

     申請書類：国立感染症研究所 「様式７」 

          国立医薬品食品衛生研究所 「様式８」 

          （独）動物衛生研究所 「様式９」 

 

４．獣医学特別講義ⅡおよびⅢ （科学コミュニケーションⅠおよびⅡ） 

   開講：第 2年次(D2)と第 3年次(D3)学生  （平成 20 年度より実施） 

   内容：各大学で，英語によるプレゼンテーションを実施する。 

      主指導教員および第 1副指導教員が指導に当たる。 

      実施報告書 「様式６」 

    

集中ゼミナール（獣医学特別講義ⅡとⅢの集中講義） 

 

目的：海外で実践的に活躍できる獣医学研究者を育成するには，まず海外で活躍している獣医

学研究者の現状を知る必要がある。本ゼミナールでは，各大学で実施される科学コミュニケー

ションに加えて，合同の集中ゼミナールを実施し，幅広い知識と学際的な素養を身につける。 

対象学年： 博士課程第 2年次(D2) 博士課程第 3年次(D3) 

講義形態： 第 2年次(D2)と第 3年次(D3)合同の集中講義 

日時： 未定 

場所： 岐阜大学連合大学院棟 合同ゼミナー室 6 階 

費用： 参加学生および外部講師の旅費等はプログラムから支出する。 

講義内容： 外部講師による海外事情と獣医学研究者の研究活動 

  日程： 未定 
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本事業の実施に関する留意点 

 

１．海外フィールド実習および海外短期集中コースの実施形態に関して 

  海外フィールド実習および海外短期集中コースに関しては以下の実施形態のいずれかを支援

する。 

  １）海外で開催される国際学会への大学院生の出席・発表 

     海外で開催される国際学会への出席・発表について，選考後，支援する。 

  ２）教員が海外で開催される国際学会への出席・発表をコーディネート 

     教員が国際学会への出席と発表を企画・立案し，出席・発表する大学院生を募る。提

出書類の選考により大学院生とコーディネート教員を支援する。 

  ３）大学院生が個人で申請する海外フィールド実習 

     大学院生個人がアジアの大学や研究所（学部間および大学間協定を締結している大学）

の視察を立案する。提出された計画書を審査して学生の海外研修を支援する。 

  ４）大学院生が個人で申請する海外短期集中コース 

     大学院生個人がアメリカやヨーロッパの大学や研究所（学部間および大学間協定を締

結している大学）の研究室での研修を立案する。提出された計画書を審査して学生の

海外研修を支援する。 

  ５）教員が海外フィールド実習や海外短期集中コースをコーディネート 

     教員が海外での研修計画を立案し，広報にて大学院生の参加を募る。提出書類の選考

により大学院生とコーディネート教員を支援する。 

 

２．大学院生の国内研修および移動に関して 

 １）大学院生の国内移動および宿泊に関しては，実施本部にて手続きおよび経理を行う。 

 ２）獣医学特別実験Ⅱ，Ⅲ（実践実習）および集中ゼミナール（獣医学特別講義Ⅱ,Ⅲ）に関し

ての申し込みは，所定の用紙に記入後，メールの添付ファイルにて実施本部に 1 ヶ月前ま

でに提出する。 

 ３）実施本部では，受講者から提出された書類を審議して決定する。 

 ４）獣医学特別実験Ⅱ,Ⅲ（実践実習）および集中ゼミナール（獣医学特別講義Ⅱ,Ⅲ）に参加

する大学院生は，出発前に実施本部あるいは，JTB 社から所定のチケット等を受け取る。 

 ５）上記科目を履修し，学外での研修を受ける学生は，事前に「学生教育研究災害傷害保険」

および「学生教育研究賠償責任保険」に加入のこと。 

 

３．大学院生の海外研修および学会出席に関して 

 １）大学院生の海外研修・学会出張および宿泊に関しては，特別な場合を除いて，実施本部に

て手続きおよび経理を行う。 

 ２）獣医学特別実験Ⅲ（海外フィールド実習，海外短期集中コース）の申し込みは，所定の用

紙に記入後，メールの添付ファイルにて実施本部に 2ヶ月前までに提出する。 

 ３）実施本部では，受講生から提出された書類を審議し，決定する。 
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 ４）大学院生の海外研修等で本事業が支援できる項目は，以下のものである。 

    ①国内および海外への移動旅費（国内移動運賃と海外への飛行機代） 

    ②国内および海外での宿泊費用 

 ５）本事業で負担できない項目は，以下のものである。 

    ①各人のパスポート取得に必要な費用 

    ②海外の研修期間中の日当など 

 ６）獣医学特別実験Ⅲに参加した大学院生は，所定の用紙に研修・学会出席報告を記入し，2

週間以内に実施本部に提出する。 

 ７）上記科目を履修し，学外での研修を受ける学生は，事前に「学生教育研究災害傷害保険」

および「学生教育研究賠償責任保険」に加入のこと。 

 ８）獣医学特別実験Ⅲの参加中に海外での災害，事故，被害を蒙った場合は，直ちに実施本部

に連絡すること。実施本部は，連絡を受け次第，危機管理マニュアルに従って対応する。 

 

４．大学教員の海外研修および学会への随伴に関して 

 １）大学教員および客員教員の海外研修および学会への随伴に関する手続きは，基本的には大

学院生の場合と同様に実施本部にて行うが，日当等は海外出張等に準じて処理する。 

 ２）大学教員および客員教員の海外研修および学会への随伴に関しては，所定の用紙に記入後，

2ヶ月前までに実施本部に提出する。 

 ３）実施本部では，各教員から提出された研修・学会出席申請書に関して審査し，決定する。

決定後の処理は，大学院生の場合と同様に処理する。 

 ４）海外での研修・学会出席後は，2週間以内に所定報告書に記入し，実施本部に提出する。 

 ５）海外出張中に災害，事故，被害を蒙った場合は，直ちに実施本部に連絡すること。大学院

生の場合と同様に危機管理マニュアルに従い必要な箇所に連絡すること。 

 



代議委員用 
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各種申請書類と報告書類 

様式１ 

獣医学特論Ⅰc・Ⅱc (科学英語)実施報告書 

実施期間 

 
 

大 学 名 
 

 代議委員氏名

 

 

参加者氏名 
 

大学名          氏名 

実施内容 
実施内容の写真

（データ番号）

  

平成  年  月  日受付 
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様式２-１ 

獣医学特別実験Ⅱ受講申請書 
Application for special experiment attendance 

受講期間 
Duration 

 

大 学 名 
University 

 氏 名 
Name 

 

指導教員名 
Advisor 

印

参加者氏名 
Applicants 

大学名/University 氏名/Name 

受講内容 
Contents 

 

不在中の 
学内連絡先 
Contact Unv. 
Address 

学内連絡者/ Name 
内線/ext. 
E-mail 

連絡先 
Contact 
Home 
Address 

住所/Address 
 
氏名/Name 

電話番号/Phone 

E-mail 
事務局記入欄 / For official use                平成  年  月  日受付
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日程表/Schedule 

年 月 日 
Date 

(Year,Month,Day) 

発着地名 
Departure and 

arrival  

訪問先 
 Visit 
(Place) 

滞在日数 
Stay days 

用  務 
Activity 

     

様式２-２ 
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様式３ 

獣医学特別実験Ⅱ受講報告書 
Report of special experiment attendance 

受講期間 
Duration 

 

大 学 名 
University 

 氏 名 
Name 

 

参加者氏名 
Applicants 

大学名/University      氏名/ Name 

受講内容/Contents 
受講内容の写真

（データ番号） 
Photo( Data number)

  

平成  年  月  日受付 
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獣医学特別実験Ⅲ申請書(研修・学会出席) 
Application for Training or Society attendance  

研 修 名 
Training  

 

研修期間 
Duration 

 

大 学 名 
University 

 氏 名 
Name 

 

学生の場合(If you are a student) 
大学名            指導教員名               印 
University            Advisor

参加者氏名 
Applicants 

大学名/University 
 

氏名/Name 

科学英語Ⅰ・Ⅱ受講歴(学生の場合) (If you are a student) 
Have you attended the lecture of Scientific EnglishⅠorⅡ? 

有（Ⅰ・Ⅱ） /  無 
Yes（Ⅰ・Ⅱ） /  No 

研修の目的 
Purpose 

 

研修内容 
Contents 

 

不在中の 
学内連絡先 
Contact Unv. 
Address 

学内連絡者/ Name 
内線/ext. 
E-mail 

渡航中の 
国内連絡先 
Contact 
Home 
Address 

住所/Address 
 
氏名/Name 

電話番号/Phone 

E-mail 
事務局記入欄 / For official use                平成  年  月  日受付

様式４-１ 
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日程表/Schedule 

年 月 日 
Date 

(Year,Month,Day) 

発着地名（国名）
Departure and 

arrival (Country) 

訪問先 
 Visit 
(Place) 

滞在日数 
Stay days 

用  務 
Activity 

     

様式４-２ 
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Form４-３ 
APPLICATION FOR OVERSEAS TRAINING 

 

Name in Full: 

       FAMILY                      First                        Middle 

Date of Birth: Nationality: 

University:                                   City: 

Field: 

Research Plan in Overseas 

 a. Purpose of proposed research plan 

 b. Expected results and impacts 

 

Mailing address 

 a. Office: 

 

 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

 

b. Home 

 

 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

平成  年  月  日受付 
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様式５ 

獣医学特別実験Ⅲ報告書(研修・学会出席) 
Report of special experiment attendance

研 修 名 
Training 

 

研修期間 
Duration 

 

大 学 名 
University 

 氏 名 
Name

 

参加者氏名 
Applicants 

大学名/University     氏名/Name 

研修の目的 
Purpose 

 

研修内容/Contents 
研修内容の写真

（データ番号） 
Photo( Data number)

  

平成  年  月  日受付 



22 

様式６ 

獣医学特別講義Ⅱ・Ⅲ実施報告書 
Report of special lecture attendance 

受講期間 
Duration 

 

大 学 名 
University 

 氏 名 
Name 

 

参加者氏名 
Applicants 

大学名/University      氏名/ Name 

実施内容/Contents 
実施内容の写真

（データ番号） 
Photo( Data number)

  

平成  年  月  日受付 
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様式 7 
Form7 岐阜大学・大学院教育改革支援プログラム 研修コース 

Support program for graduate education reform, Gifu University, Training course 

研修コース名  新興再興感染症の迅速診断 

Training       Rapid diagnosis of emerging and re-emerging infectious diseases 

研修コース担当機関   国立感染症研究所 

Training organization  National Institute of Infectious Diseases 

研修責任者/Trainer in charge    渡辺治雄 (山田章雄) /Watanabe Haruo (Yamada Akio)  

教育担当者/Lecturer  職/Post             氏 名/Name 

教 授 Prof.        森川 茂 Morikawa Shigeru 

   准教授 Associate Prof.    水谷哲也 Mizutani Tetsuya 

   教 授 Prof.         渡辺治雄 Watanabe Haruo 

   准教授 Associate Prof.     川端寛樹 Kawabata Hiroki 

   教 授 Prof.               山田章雄 Yamada Akio 

   准教授 Associate Prof.     井上 智 Inoue Satoshi 

研修期間/Duration     2009 年 7 月 1 日～3 日（3 日間）/ July 1－3，2009 （for 3 days） 

研究受入人数/Number of applicants     約 10 名/ approximately 10 applicants 

研修場所  国立感染症研究所村山庁舎 （東京都武蔵村山市学園） 

Place     National Institute of Infectious Diseases, Murayama office building 

                                    (Gakuen, Musashimurayama city, Tokyo)  

研修内容/Contents 

日時/date       研修項目/Theme                 担当者/Lecturer 

2009 年 

7 月 1 日（水）午前     講義:   新興・再興ウイルス感染症             森川茂ほか 

July1 (Wed) Morning  Lecture: Emerging and re-emerging infectious diseases  Dr. Morikawa etc.

          午後    実習:  網羅的病原体検出法                水谷哲也ほか 

       Afternoon    Training: Detection method for all-inclusive pathogen     Dr. Mizutani etc.

7 月 2 日（木）午前    講義:  新興・再興ウイルス感染症             水谷哲也ほか 

July2 (Thu) Morning  Lecture:  Emerging and re-emerging infectious diseases   Dr. Mizutani etc. 

          午後    実習:  網羅的病原体検出法                  水谷哲也ほか 

       Afternoon    Training: Detection method for all-inclusive pathogen     Dr. Mizutani etc.  

7 月 3 日（金）午前     実習:  網羅的病原体検出法                水谷哲也ほか 

July3 (Fri) Morning   Training: Detection method for all-inclusive pathogen     Dr. Mizutani etc. 

          午後    見学:   BSL3・4 施設                    森川茂ほか 

       Afternoon    Observation: BSL3・4 Facilities                         Dr. Morikawa etc. 

 

（研修日・項目・担当者は変更するかもしれません）The date, theme and lecturer may be changed.

岐阜大学大学院連合獣医学研究科 United Graduate School of Veterinary Sciences, Gifu University 
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研修参加者/Applicant 

氏名/Name 学年/School Year  大学/University 教育分野/Field  指導教員名/Advisor 

 

            ○印  

            ○印  

 

 

 

 

 

 

研修に必要な基礎的知識/Applicants need to have;  

・ウイルス学全般（病態・複製様式など） 

General knowledge of Virology (pathogeney/reproduction pattern)  

・ウイルス診断法の基礎知識 

   Basic knowledge of virus diagnostics 

研修時に持参する必要品/Things to bring 

・特にありません  None 

 

 

 

 

宿泊希望                          有        無 

Do you need accommodation?                   Yes               No 

 

 宿泊日 Date of stay  6 月/June 30   7 月/July 1， 2， 3   

 

宿泊希望日に○をつけてください。 

Please circle the dates you would like to stay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日受付 
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岐阜大学・大学院教育改革支援プログラム 研修コース 

Support program for graduate education reform, Gifu University, Training course 

研修コース名       食品のリスクアセスメント 

Training                  Food risk assessment 

研修コース担当機関    国立医薬品食品衛生研究所 

Training organization      National Institute of Health Sciences 

研修責任者/ Trainer in charge 山本 茂貴/Yamamoto Shigeki 

教育担当者/Lecturer      職/Post           氏 名/Name 

              教 授 Prof.        山本茂貴 Yamamoto Shigeki 

              教 授 Prof.        五十君靜信 Igimi Shizunobu 

              教 授 Prof.        小西良子 Konishi Yoshiko 

              准教授 Associate Prof.    鎌田洋一 Kamata Yoichi 

              准教授 Associate Prof.    大西貴弘 Onishi Takahiro 

              准教授 Associate Prof.    北嶋 聡 Kitajima Satoshi 

研修期間  ２００９年 ４月２２日～２４日（３日間） 

Duration   22. April ～ 24. April (3days), 2009  

研究受入人数/Number of applicants     ５人/ 5 applicants 

研修場所    国立医薬品食品衛生研究所 （世田谷区上用賀） 

Place           National Institute of Health Sciences (Kamiyoga, Setagaya-ku) 

研修内容/Contents 

日時/Date      研修項目/Theme              担当者/Lecturer 

４月２２日 午後    食品の微生物学的リスクアセスメント   山本茂貴 

22. April Afternoon  Microbiological risk assessment of food        Dr. Yamamoto Shigeki 

４月２３日 １日中  マイコトキシンのリスク評価         小西良子 

               （英語，JICA の研修生と同時受講） 

23. April  All day     Risk assessment of mycotoxin                Dr. Konishi Yoshiko 

                     (in English, with trainees of JICA) 

           細菌毒素の検査法              鎌田洋一 

             (英語，JICA の研修生と同時受講） 

                    Inspections of bacterial toxin                 Dr. Kamata Yoichi 

(in English, with trainees of JICA) 

４月２４日        食中毒菌の迅速検査法             五十君靜信 

24. April              Rapid inspections of bacterial food poisoning  Dr. Igimi Shizunobu 
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研修参加者/Applicant 

氏名/Name 学年/School Year 大学/University  教育分野/Field  指導教員名/Advisor 

 

            ○印  

            ○印  

 

 

 

 

 

研修に必要な基礎的知識/Basic knowledge you need to have; 

 

 

 

 

研修時に持参する必要品/Things to bring 

 

 

 

 

宿泊希望                   有        無 

Do you need accommodation?                   Yes               No 

 

 宿泊日 Date of stay   4 月/April   21， 22， 23， 24     

 

宿泊希望日に○をつけてください。 

Please circle the date you want to stay. 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日受付 
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岐阜大学・大学院教育改革支援プログラム 研修コース 

Support program for graduate education reform, Gifu University, Training course 

研修コース名：  アジア養豚獣医学会参加と鳥インフルエンザ研修 

Training:  Asia Pig Veterinary Society 2009 and Training of Avian Influenza 

研修コース担当機関：     （独）動物衛生研究所 

Training organization:     National Institute of Animal Health 

研修責任者：Trainer in charge  八木行雄 Yagi Yukio 

教育担当者/Lecturer    職/Post          氏 名/Name 

 

            研究職 Researcher      恒光 裕 Tsunemitsu Hiroshi 

            研究職 Researcher      西藤岳彦 Saito Takehiko 

            研究職 Researcher      真瀬昌司 Mase Masaji 

            研究職 Researcher      下地善弘 Shimoji Yoshihiro 

            一般職 Administrative Staff  鈴木 剛 Suzuki Tsuyoshi 

 

研修期間/Duration  2009 年 10 月 26 日～29 日/ October 26-29, 2009 

研究受入人数/Number of Applicants   5-6 名程度/ approximately 5-6 applicants 

研修場所        (独)動物衛生研究所等 （つくば市） 

Place                   National Institute of Animal Health etc. (Tsukuba city) 

研修内容/Contents 

 

日時/Date         研修項目/Details           担当者/Staff 

 

2009.10.26-28    アジア養豚獣医学会参加（つくば国際会議場） 鈴木，恒光，下地 

26-28. Oct. 2009     Asian Pig Veterinary Society            Drs. Suzuki, Tsunemitsu,

                    (Tsukuba International Congress Center28)          Shimoji 

 

2009.10.29          鳥インフルエンザ関連講義・実習         西藤，真瀬 

29. Oct. 2009        Avian Influenza-related lecture/training      Drs. Saito, Mase 
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研修参加者/Applicants 

氏名/Name 学年/School Year 大学/University  教育分野/Field  指導教員名/Advisor 

 

            ○印  

            ○印  

 

 

 

 

研修に必要な基礎的知識/Basic knowledge you need to have;  

特にありません  None 

 

研修時に持参する必要品/Things to bring 

特にありません   None 

 

宿泊                     有        無 

Do you need accommodation?                   Yes               No 

 

宿泊日 Date of stay  10 月/October  25， 26， 27， 28    

 

宿泊希望日に○をつけてください。 

Please circle the date you want to stay. 

 

平成  年  月  日受付 




