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獣医学科５０周年記念講演会・祝賀会
去る10月17日（金）午後1時から黒澤記念講
堂を会場に標記の記念講演会が開催された。会
場には獣医学類学生や同窓生、学内関係者でほ

ぼ満席に近い600名が集まった。講演者は昨年
度、本学を退職された名誉教授の加藤清雄先生
（獣医５期）とオハイオ州立大学名誉教授の山口
守先生。また18時30分から新札幌のホテルエミ
シアに会場を移し、教職員、卒業生、学園関係者
175名が参加して記念祝賀会が開催された
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酪小獣各地区 紹介コーナー
「酪小獣九州ブロック」第２回技術研修会報告

平成２６年７月２０日（日）福岡市内において、「酪小獣
九州ブロック」第２回技術研修会が開催され、執取大幹氏に
より司会進行された。
はじめに福山二仁常務理事よりご挨拶があり、学園の将来
を取り巻く環境と対策について今後よりいっそう同窓会の役
割が重要との説明があった。続いて野村武連合同窓会長より
ご挨拶があり、酪小獣と連合同窓会の現況等について説明を
いただいた。
このあと研修会に入り、昨年に引き続き酪農学園大学 伴侶
動物医療学分野内科学Ⅱ 打出毅教授による講義「臨床兆候か
らのアプローチ 下痢 総論・各論」を聴講した。
このあと研修会に入り、昨年に引き続き酪農学園大学 伴
侶動物医療学分野内科学Ⅱ 打出毅教授による講義「臨床兆候
からのアプローチ 下痢 総論・各論」を聴講した。
稟告聴取の重要性について今一度注意喚起があり、ここを
間違ってスルーして検査に入っていくと後戻りできないこ
と、消化器症状ながら消化管以外の疾患が多いこと、腹部疾
患ではレントゲン検査よりエコー検査のほうが得られる情報
がはるかに多いこと、外科的疾患が潜んでいないかの緊急性
の確認、最近多発する内分泌性疾患や門脈系静脈血栓症ある
いはＩＢＤ・リンパ腫などの変性性・炎症性・腫瘍性疾患の
難治症例の診断技術と治療法、などなど多くの示唆に富む新
しい知見について学ぶことができた。また人工透析について
新たに導入した装置や適用疾患についても説明があり、終始
懇切丁寧に指導していだだき、会員にとってたいへん有意義
な卒後研修となった。

総会に先立ち開催された研修会は、立花徹副会長の司会、
前谷茂樹幹事の進行により行われた。まず本学獣医学群獣医
学類伴侶動物内科学Ⅱユニット玉本隆司助教から「猫の炎症
マーカー：血清アミロイドＡを中心に」のテーマで約１時
間、ＰＰＴにより症例のＣａｓe１～５についてわかりやす
く講演いただいた。Ｃ反応性タンパク(ＣＲＰ)が人と犬の
マーカーとして臨床応用されているのに比べて、実用化が進
まなかった猫の炎症マーカーの有用性について報告した。
続いて獣医保健看護学類動物栄養学ユニット内田英二教授
から「４年目の獣医保健看護学類」と題して講演いただい
た。学類の入学者動向や出身地域別統計、授業科目等をご紹
介いただいた。また動物看護師国家資格への動きや６大学で
組織する全国動物保険看護系大学協会の活動内容や第１期生
の就職状況等も紹介いただいた。
研修会終了後に同会場で第３回となる定期総会が松尾事務
局長の司会で行われた。まず南繁会長からお礼の挨拶が行わ
れた。来賓挨拶では同窓会連合会野村武会長から同窓会連合
会の現況について述べた。続いて酪小獣大阪会の山崎良三会
長が近畿地区の動向について述べた。福山常務理事は酪小獣
の充実へのお礼と就職支援等をお願いした。北澤学類長は保
険看護学類への実習等での協力にたいしてのお礼を述べた
。 総会議案は柄本浩一氏を議長に選出して進行した。第１
号）平成２５年度事業報告および決算報告。第２号）平成２
５年度剰余金処分案。第３号）平成２６年度事業計画並びに
収支予算。第４号）平成２６年度会費の金額並びに徴収方法
についてそれぞれ審議され、拍手で承認された。 議案第５
号）役員改選では監事に木村雅之氏、学内幹事に竹花一成獣
医学類長が選任された。議案第６号）規約改正では原案どお
りに承認された。

酪小獣大阪会」総会・学術講習会報告

「酪小獣麦の会」研修会・総会報告

酪小獣 大阪会では平成25年総会と学術講習会ならびに懇
親会を開催した。平成26年8月10日（日）午後1時時30分
から大阪コロナホテルにて、平成26年総会を開催。当日は
台風11号の関西上陸という最悪の天候の中、交通機関の不
通などで出席できない方も残念ながらおられましたが、17
名の方に出席いただきました。総会では、平成25年事業報
告・決算、平成26

去る８月３日（日）うだるような暑さの中、酪農学園大学附
属動物病院２階会議室を会場にして第３回となる定期総会や
研修会が３９名の出席者により開催された。学園からは福山
二仁常務理事、北澤多喜雄獣医保健看護学類長が、同窓会か
らは野村武会長が出席した 。
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年儀行計画案・予算案などの議題はす

べて承認されました。
午後2時より学術講習会をおこないました。講師は島崎等
先生（千里桃山台動物病院）、「今一度見直そう！原点から
のＸ線撮影と診断－胸部・腹部を中心に」という演題で、レ
ントゲン画像診断の基本中の基本について、お話しいただき
ました。

第２巻 第１１号（通号２３号）

酪小獣各地区紹介コーナー
総会では、平成25年事業報告・決算、平成26年儀行計画
案・予算案などの議題はすべて承認されました。午後2時より
学術講習会をおこないました。講師は島崎等先生（千里桃山台
動物病院）、「今一度見直そう！原点からのＸ線撮影と診断－
胸部・腹部を中心に」という演題で、レントゲン画像診断の基
本中の基本について、お話しいただきました。

第１７回「白樺会」開催報告

さて、白樺会も本年度で早くも１７回目を迎える事が出
来、９月１５日に、有楽町交通会館内にあります酪農学園大学
東京事務所にて無事開催することができました。当日は、２０
名の卒業生が参加し、２期から４６期までの様々な卒業期の皆
さまを迎える事が出来ました。
開会に先立ち、副会長の渡邉守都より挨拶があり、その後、
白樺会顧問の森田千春先生、酪農学園大学同窓会連合会会長の
野村武先生、関東甲信越同窓会会長の岡田勉先生、酪農学園大
学常務理事の福山二仁先生よりお言葉を頂戴いたしました。
その後、獣医学類長の竹花一成先生に酪農学園大学の現況と
将来像についてお話を頂き、獣医学組織解剖ユニットにてご研
究されているコラーゲンの経口摂取の有用性とエビデンスにつ
いて講義を頂きました。続きまして、獣医学群獣医保健看護学
類動物看護学ユニットの八百坂紀子先生より、ユニットのお話
を頂きました。
白樺会役員たちが学んでいた獣医師の状況とは、多くの変化
がありますが、卒業生として、常に獣医師の置かれた立場を理
解し、我々も日々変化していかなければと言った気持ちを再認
識させられた講義でした。

総会は地塩会永井勝会長の挨拶で始り、加藤正木事務局から
①付属動物病院臨床教材ライブラリの配信について②卒業生後
継者枠について理事会に各地区酪小獣連名で提出したものの否
決されたが今後も継続して提出し続ける必要性③獣医動物看護
師の国家試験を経た資格の必要性の３状況報告がなされた。
審議事項では、①2013年度収支決算について小嶋裕隆監事か
ら適正と認める監査報告がされた後、②2014年度事業計画につ
いて、2014年度総会・講師玉本隆司助教による小動物臨床研究
会を本日開催すること、審議事項では・次期開催日について・
次期総会・研究会等開催地について・講義資料のメールによる
送付と送付先について審議されたが、・他組織の勉強会研究会
と重複を避けるよう調整し会長と事務局に一任、・開催地は交
通の便利さと会員の多さから次年度も名古屋市で開催、・資料
メール送付は出席者及び欠席者でも希望が有れば送付すること
で賛成多数で決定しました
乾杯の前に野村会長（地塩会顧問）から挨拶と同窓会連合
会の設立状況等現状報告が有り、次に福山常務理事から来春卒
業する獣医動物看護師の就職状況や社会での意義・国家試験へ
の道筋等学園の対応状況をお話しいただきました。
小動物臨床研究会は午後1時30分から、獣医学群獣医学類伴
侶動物内科学Ⅱユニット玉本隆司助教により「腎疾患の診断と
治療」のテーマで3時間を超え行われ、会員からの質問も多く有
り盛況な会になりました。
玉本先生の講義はCKDの定義から起源・ウイルス・CKDの
分類から始まり、CKD検出のための検査・GFRを測定するため
の検査・CKDの治療と進みましたが、玉本先生のお人柄が出た
柔らかな雰囲気と話し方、内容も小動物臨床現場に即応出来、
参加者全員が引き付けられて講義内容に聞き入っており、とて
も有意義な研究会で有ったと思っています。
研究会終了後は隣のビル「百楽名古屋店」に会場を移し、懇
親会を開催しました。

「酪小獣四国」設立総会報告

「酪小獣地塩会」総会・小動物臨床研究会報告

先月の9月28日名古屋市名駅前の「ウインクあいち」
9F908会議室において、学園から福山二仁常務理事、同窓会
から野村武会長、大学獣医学群から講師として玉本隆司助教の
3名様のご出席を得て、第3回総会と研究会を会員31名の出席
のもと午後1時から開催しました。

2015年1月10日，香川県高松市の香川県獣医師会館におい
て酪小獣四国設立総会が開催された。参加者は，設立世話人代
表の入江充洋（21期卒業），久保剛（23期卒業）をはじめ15
名が参加した。
酪農学園大学よりご来賓として連合同窓会長 野村 武先生，
常務理事 福山二仁先生，病院長 中出哲也先生にご参加いただ
き，酪小獣四国の設立趣旨を参加者全員一致でご理解いただ
き，酪小獣四国が設立した。なお，参加者15名が酪小獣四国の
会員として入会した。
今後，年に1回の総会，年に2回の役員会と講習会を予定して
いる。
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〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２
酪農学園同窓会連合会
電話 ０１１（３８６）１１９６
FAX ０１１（３８６）５９８７
Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp.

同窓会は卒業生を応援します
記念講演会
田村豊獣医学群長から記念事
業の概要紹介を含めたご挨拶の
あと、谷山弘行教授を座長に講
師紹介ののち講演会が開催され
た。加藤先生は獣医学科草創期
から今日にいたるまでの獣医学
科の歩みを「獣医学科５０年を
振り返る」と題して講演した。
内容は「設置経緯、教室・教員数、施設変遷、男女比、国試
合格率、卒業生進路、国際交流、教員と学生の親睦交流、同窓
会」の項目について、同窓会報「三愛」からのデータを基に約1
時間スライドを用いて紹介した。
獣医師会等の設立反対にも関わらず、酪農民のために設立さ
れた獣医学科の歴史を、
若かりし頃の現教授陣の
写真や教員と学生の親睦
交流を交えながら、丁寧
にご説明していただい
た。時に会場からの笑い
や拍手で好評を博した講
演会でした。

今後の主なスケジュール
１月
８日（木）緑風会総会・懇親会
１０日（土）酪小獣四国設立総会＆記念セミナー
１１日（日）九州地区長崎県支部同窓会
１７日（土）北海道第５地区十勝支部総会
１７日１８日大学入試センター試験日
２４日（土）北海道第２地区胆振（伊達）支部設立総会
３１日（土）九州地区沖縄県支部総会
２月
４日５日 大学学力入学試験日
８日（土）酪小獣大阪会総会・学術講習会
１４日（土）近畿地区京都支部総会
２０日２１日高校入学試験日
２１日（土）北海道第２地区北空知支部総会
２８日（土）高等学校卒業式
３月
１日（日）北海道第５地区根室支部総会・研修会
５日（木）全国酪小獣代表者会議（東京）
１４日（土）長野県支部総会・研修会
２０日（金）大学学位記授与式
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山口先生は本学の国際交流に大き
な貢献をされた方で、現教授陣の
海外留学時のサポート、教職員の
国際交流や佐藤貢ファンド等での
学生等の海外留学サポート等、現
在もオハイオ州立大学と本学との
懸け橋としてお世話いただいてい
る。会場には先生にご教授いただ
いた大勢の学生や教職員等の関係
者もかけつけていた。先生は「これからの獣医学」基礎および臨
床獣医学の使命と将来展望-という題で講演した。教授陣へは「最
良の獣医高等専門教育を授け、資質の高い卒業生を出すこと」と
語り、「知の伝承作業が大学である」とも述べ、「大学を知の拡
大再生産過程の最も重要な担い手」と定義した。学生に対しては
「学ぶことは自ら物事を考え、創造性、独創性を生みだす基本」
と語りエールを送った。

記念祝賀会
田村豊獣医学群長、干場信司学長の式辞の後、来賓祝辞では牛
尾則文氏（文部科学省高等教育局専門教育課長）が文部行政の立
場から、藁田純氏（農林水産省消費安全局畜水産安全管理課長）
は獣医師の所轄官庁として、池本卯典氏（私立獣医科大学協会会
長）は私立獣医科大学協会の立場から、高橋徹氏（北海道獣医師
会会長）は地元獣医師会から、それぞれ示唆に富んだ祝辞を頂戴
した。 阿部光雄名誉教授は乾杯のご挨拶の中で、学科設立時の何
もない苦労談から50周年
をお祝い出来る事を大変
嬉しいと謝辞を述べ、乾
杯のご発声のあと祝宴に
入った。獣医学科50年の
歩みの映像が流れる中、
教職員や卒業生が思い出
話に花を咲かせ、懇親を
深めました。

あ

と

が

き

今回、職域ＯＢ会をテーマにして獣医学科を中心にニュースと
してではなく、年間報告のような形でまとめてみました。
酪小獣も２０１２年から発足しましたが、全国７地区（白樺会
含）で毎年研修会等が開催されています。
今年度は大学の協力により講師派遣に加えて、e-learningにい
より臨床動画の会員向け配信ということも始まりました。

次年度以降も獣医学科同窓会の職域ＯＢ会として益々組織化
が進むことが期待されています。
酪小獣はメールを通信手段とし、
インターネットで動画配信を受け、
派遣講師は技術的なことまで踏み込
んだ講義を行っており、同窓会での
研修会の最先端の運営方法を取り入
れているように思われます。連合会
も将来を見越してメールと郵送を組
み合わせたり、会員制サイトを構築
したりいろいろと模索していかなけ
ればならない時期にきていることを
感じます。

