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岡山理科大学獣医学部獣医学科の主な審査意見への対応状況
大学設置分科会による第一次審査意見（５月）

補正申請書における説明（６月）

大学設置分科会による第二次審査意見（８月）

再補正申請書における説明（９月）

大学設置分科会による留意事項

＜設置の趣旨・必要性＞
【是正意見】
○各種報告書をもとに３分野の人材に対する社会的な需要 【改善意見】
「ライフサイエンス研究分野」、「医獣連携獣医分野」、「公共獣 動向を説明。
「ライフサイエンス分野」と「医獣連携獣医分野」において養
医事分野」の社会的な人材需要の動向が不明。
成しようとする人材像の違いが未だ不明確であるため、各分
○事業所アンケート調査結果の分析方法を見直し、申請者 野の違いについて想定される進路や修得できる知識や技術
また、事業所アンケート調査については、対象とした事業所の の判断で３分野に分類し、分野ごとにどのような業種が見込 に触れながら改めて説明すること。
業種が上記３分野のどれと関連があるか不明、かつ、四国にお まれるかを説明。
ける獣医師の需要についても示されていない。
○農水省報告書等をもとに四国地域における獣医師の将来
このため、３分野別に入学定員に見合った需要が見込まれるこ 的な需要の動向を説明。
とを具体的に説明すること。

○両分野の違いについて、①特徴、②修得する知識・技
能、③具体的な人材像、④主な対象となる動物、⑤想定さ
れる進路・就職先の５の項目に分けて説明。例えば、具体
的な人材像として、「ライフサイエンス分野」は動物種の特
性をふまえ創薬等の有用性等を分析できる研究者とし、
「医獣連携獣医分野」はヒトや動物の新しい予防医療等の
分野における専門臨床獣医師と説明。

＜教育課程等＞
【是正意見】
○英語による授業の特色として、
「英語を用いた授業を導入する」とあるが、既存の獣医学科で
①年次別に達成目標を定めたステップアップ教育
も行われていると思われ、どのような点に特色があるか不明な ②海外経験を有する教員の配置
ため、教科別の英語による教育方法についても触れながら具
③3年次の「専門英語」科目におけるアクティブラーニング
体的説明すること。
を取り入れた教育
であると説明。

【改善意見】
○アドバンスト科目については、教育方法を３つのカテゴ
英語を用いた授業のうち、アドバンスト科目についてはどのよ リーに分けて、各分野において複数のカテゴリーを組み合
うに英語で授業を実施するのか未だ不明な科目がある。
わせて実施することを説明。

【是正意見】
○「科学倫理学」及び「動物福祉論」を必修科目として追加。
「生命倫理、科学倫理、動物福祉に基づいた行動規範」を身に （「生命倫理学」は、当初から開設予定）
つけられるような教育課程となっているか疑義があるため、養
成人材像と教育課程との対応関係を改めて説明するか、必要
な科目を追加するなど教育課程を見直すこと。
【是正意見】
○学生や教員の配置計画、実習先における管理動物の種
○実習について、学生や教員の配置計画、動物の種類・飼育 類別飼育頭数、実習先との連絡・連携体制について、資料
頭数、実習先との連携体制などが不明であり、１６０名という学 等をもとに説明。
生規模で円滑に実施できるか不明なため、明確にすること。

【是正意見】
○多くの実習で、１日あたりのコマ数や日数の変更を行うと ○獣医学科では最も大規模の入学定員となるため、学
実現可能性のある実習計画となっているかについて未だ不明 ともに、短期集中型の方が学習効果が上がることが期待で 生の教育研究活動に支障をきたさないように、定員の
な部分があるため、以下の点を含む計画全般を見直すこと。 きる科目については理由やメリットを説明。
厳格な管理に努めるとともに、実習における学生の実
技経験の質的・量的充実を図ること。
○実習の時間数を増やすため、科目の追加や単位数の増
○2班に分かれたとしても支障のない教室使用計画となって
○多くの実習が、１日３コマで８日間の短期集中型となっ 加（５単位増）により、既存の私立大学の実習時間数と比較 ○「人獣共通感染症学実習」等の病原体を取り扱う実
○2班に分かれて実習を行う計画だが、時間割は2班に分かれ いることを時間割をもとに説明。
習については、実習内容に見合ったバイオセーフティー
ており、1日で教える には内容が多岐にわたることや学修 しても遜色のないものと説明。
ておらず、実現可能性のある教室の使用計画か不明なため、
レベルの実験室を使用するため、法令やガイドラインに
量が多すぎるため、１日当たりのコマ数を 減らし授業回数
時間割を適切に見直すこと。
を必要に応じ増やした上で、以下の点を踏まえ実習計画 ○実習の質を担保できる根拠として、学生／教員比（Ｓ／Ｔ 基づき、学内規程等を整備し、安全に配慮した適切な
比）が私大の中でも優れた数値であり、各実習科目におい 運用に努めること。
を全般的に見直すこと。
ても十分な教員を配置する計画であることを説明。
・輸血法と輸液、糞便検査を１日で実施するには内容が
大きく異なるため、実習計画を改めること。
・避妊手術については１日で麻酔から縫合まで実施す
る計画だが、手術後のケアや経過観察、抜糸という重
要な項目が抜けているため、実習時間を増やし実習内
容を充実させること。
・「獣医画像診断学実習」について、座学中心で、動物
を使用した内容が３日分しかないため、造影検査の実
施やＭＲＩの活用により少なくともさらに３日分は授業時
間を増やすこと。
・公共獣医事分野の獣医師に必要な牛の解剖がないた
め、授業内容を改めること。

・輸血法と輸液、糞便検査については、それぞれ別の
日に実施する計画に変更。
・避妊手術については、麻酔、縫合から抜糸までの経
過を観察することができるように計画を見直した。
・動物を使用した実習を３日分増加し、新たに造影検査 ○「獣医画像診断学実習」については、対象動物をど
やＭＲＩに関する内容を追加。
のように実習で活用するかをシラバスに反映すること。
・新たに牛の解剖を実施する計画に変更。

・ウイルスの増殖や形態変化に要する日数を見越した
・単位数や担当教員を増やした上で、前半と後半に分
実習計画とは思われないことから、改めて説明するか、
けて実施し、前半と後半の間に2週間の復習・準備期間
実習日程を見直すこと。
を設けることで、効率の良い計画に変更。
・３年次第２クォーターでは、２班に分けて行う実習の一
・実習計画を見直し、４週間全く授業がない計画を解
方の班は４週間全く授業がない計画であり、十分な教
消。
育効果をあげられるような時間割とは言えないため見
直すこと。
○公共獣医事分野の獣医師の養成を掲げるのであれ
○2年次の「獣医公衆衛生学実習」において、保健所や屠
ば、３年次までに保健所や屠畜所等には全ての学生が行 畜所等に全ての学生が訪問する計画に変更。
くように実習計画を見直すこと。
○「総合参加型臨床実習」は、一度に多数の学生が附属
教育病院で行う計画だが、参加型にふさわしい診療体制・
頭数が確保されるのか不明なため、学生の診察時間や診
療頭数などを示した上で効果的なプログラムが編制され
ていることを説明すること。

○診療科別に１日あたりの外来患畜数（見込み）や、１週間
及び１日の診療スケジュール、学生・教員の配置状況等施
設の使用計画を示し、効果的なプログラムが編成されてい
ると説明。

○学生・教員双方にとって無理のない教室使用計画と
なっているかが未だ不明。

○実習計画を週４日×２週間から週２日×４週間に変更す
るなどにより、無理のない教室使用計画となったと説明。

○「総合参加型臨床実習」については、外来患畜数を
確実に確保するとともに、病院で一度に実習する学生
数を分散するなど時間割の組み方や１班当たりの学生
数の工夫などにより、参加型としての実習効果を高め
られるように努めること。

○午後から学外で実施する実習について、大学から車で ○遠距離の学外施設については、移動開始時刻を早める
３時間以上を要する施設が含まれており、現実的な実習 とともに、場合によっては休日を利用する計画に変更し、活
計画とは思われないため、授業開始時刻や実施施設など 動時間を確保。
を見直すこと。
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大学設置分科会による第一次審査意見（５月）

補正申請書における説明（６月）

【是正意見】
3分野別に実習科目を追加し、科目配置の考え方を改めて
アドバンスト科目については、実習科目の不足や科目配置の 説明。また、学修時間と単位数が見合っていない科目は単
考え方が不明なもの、単位数が不十分な科目があるため見直 位数を見直した。
すこと。

大学設置分科会による第二次審査意見（８月）

再補正申請書における説明（９月）

【改善意見】
「獣医スキルアップ研修」は見学実習と思われることや、高等
教育機関や研究機関以外の実習施設も含まれていることか
ら、目標とする医獣連携ができる獣医師を養成することが可
能か不明確なため、具体的にどのような業務を体験するのか
を明確にすること。

○当該研修は、見学実習ではなく、実際の獣医師業務等を
２週間以上研修する実習（インターンシップ）である。

大学設置分科会による留意事項

○大学や研究機関以外の動物病院における実習では、動
物病院で実際に行われている診療を体験し、臨床獣医学
において何が求められているのか、ヒト医療技術を獣医療
に活かすための方策等を学修する。
○実習先の区分別に、業務内容と学修内容を説明。

【是正意見】
専門教育科目の約半数がオムニバス科目であり、教育の一貫
性に疑義があり、責任体制が不明確であるため、考え方を改め
て説明するか教員配置や教育方法を見直すこと。

獣医学教育モデル・コア・カリキュラムに相当する授業科目
については、教育内容の連続性、系統性を重視し、オムニバ
ス形式から単独の担当に変更。アドバンスト科目について
は、学生の幅広い視野と専門性を高めることを重視し、オム
ニバス形式で実施。

＜教員組織等＞
【是正意見】
臨床系の教員については高齢層に偏りがみられ、実習の補助
等を行う立場の助手が全くいないことなどから、カリキュラムの
実現可能性に疑義があるため、十分な教員組織が整備されて
いることを改めて説明するか、教員配置を見直すこと。

○入学定員を１４０人に変更し、獣医学科が重視する「能動
的な学び」の目的及び内容を明示し、これらを実施する教員
の教育実績を示すことで、十分な教員組織が整備されてい
ることを説明。

○新たに助手を採用し、実習科目の担当として配置。
また、家畜衛生を専門とする専任教員が不足しているため、補
充すること。
○家畜衛生を専門とする専任教員を補充。
※専任教員数を72名から74名へ増員

【改善意見】
○補充された実習担当教員は高齢層の者が多く、指摘に対
する対応が十分になされたとは言えない。助手がどのような
役割を果たすのかを明確にし、１４０人という規模の学生を十
分に指導できるような体制が整備されているかについて改め
て説明するか、年齢構成のバランスが取れるように実習科目
を担当する専任教員を補充すること。

○実習担当教員については、開設時と完成年次の年齢構
成を比較し、完成年次にかけて年齢バランスが改善し、高
齢層に偏りがあるとは考えていないが、指摘を踏まえ30代
の教員を補充。

○完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える
専任教員数の割合が比較的高いことから、定年規程の
趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組
織編制の将来構想について着実に実施すること。

○新たに採用した3名の助手は、総合参加型臨床実習の
指導資格を有する臨床経験３年以上の獣医師を採用し、う
ち2名は内科、1名は外科のローテーションに組み入れて実
習の補助を行う。

○家畜衛生を専門とする教員の補充を求めたが、教員審査
の結果、教員の不足状態は依然として解消されていないため
改めて補充すること。
○家畜衛生を専門とする専任教員については、指摘を踏ま
え、改めて補充。
※専任教員数を74名から75名へ増員

＜その他＞
【改善意見】
○近年米国で主流となっている方式に従って、適切に実験 ○実験動物の管理について、換気や区画の用意など
＜実地審査時の指摘に対する回答について＞
動物を管理する計画であると説明。
安全性の確保は図られているが、管理方法の説明と図
○ＳＰＦマウスの搬出ルートについて、搬入ルートから退出さ
面との関係で整合を図り、正確な内容を示すこと。
せることは実験動物の取扱い上不適切であるため、適切な搬
出ルートとなるよう見直すこと。

学校法人分科会による審査意見（６月）

補正申請書における説明（７月）

学校法人分科会による留意事項

一部既設学科の定員未充足がある中での、法人の中長期的な 各設置校で中長期計画の策定に着手しており、その中で、
経営の見通しを踏まえつつ、設置経費の財源である借入金の 入試政策・学生募集を含め改善していくことにしていること
償還の見通しについて説明すること。
と、借入金の償還については、獣医学部の学納金収入から
償還できる見込みであることを説明。

認可までに申請内容を見直す場合、事前に協議すること。

認可までに申請内容を見直す場合は、事前に協議を行うこ
ととする旨を回答。

既設校の今後の定員充足の在り方について検討すること。（倉
敷芸術科学大学 芸術学部デザイン芸術学科、危機管理学部
危機管理学科、千葉科学大学 危機管理学部環境危機管理
学科、航空技術危機管理学科）

定員充足達成には、教育研究の充実に加え、高校生等に対
して学科の特色を明確に伝える効果的な広報展開が重要と
考えており、地域における肯定的なブランドイメージ及び信
頼感の構築や、高校生等に教育内容を明瞭に伝え身近に
感じてもらう方策の展開など、計画的な広報活動を展開する
旨を説明。

現在係争中の訴訟において、現況及び今後の見通し、法人と
しての認識について説明すること。

教授定年等引下げの就業規則の変更が不利益変更である
として元教員が提訴したもので、現在和解について協議をし
ていることを説明。

〇既設校の今後の定員充足の在り方について検討し、
定員未充足の改善に取り組むこと。
（倉敷芸術科学大学 芸術学部デザイン芸術学科、千
葉科学大学 薬学部生命薬科学科、危機管理学部環
境危機管理学科、航空技術危機管理学科）

〇認可後に補助金（今治市）が収納予定であることか
ら、収納後、速やかにその旨を報告すること。

平成29年12月７日（木）参議院文教科学委員会、内閣委員会連合審査会
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希望の会（自由・社民）森ゆうこ
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