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新病院長のご挨拶   2022 年 4 月 1 日付けで、VMTH の病院長を拝命しました浅沼武敏と申します。1994 年に北海

道大学を卒業後、2019 年より今治に赴任しています。MRI を用いた放射線増感の基礎研究と臨床研究をして参りまし

た。VMTH では放射線科長を兼務して画像診断と放射線治療を担当しています。VMTH は地域の皆様の御協力と御

理解の元、５年目を迎えました。コロナ禍でセミナーや勉強会を開催できずにいましたが、今後は情報発信、意見交換

を活発に行い、中四国の獣医学に貢献したいと願っています。これからも宜しくお願い申し上げます。（病院長 浅沼武敏） 
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VMTH NEWS 
・獣医保健看護学科 1 期生卒業式 2022 年 3 月 22 日、ヨ

ウコウザクラが咲き始めた今治で獣医保健看護学科 1

期生の学位授与式が行われました。学部を巣立つ 29 名

は、動物病院をはじめ、

動物関連企業、公務員、

進学などそれぞれの道

を歩みます。獣医保健看

護学科 1 期生のみなさ

ん、ご卒業おめでとうご

ざいます！たいへんよ

く頑張りました（獣医学

部 HP より）。 
 
・OSCE 本番と Student doctor 証授与 2022 年２月 26 日

に VMTH で vetOSCE (客観的臨床能力試験)を実施しま

した。獣医学科 4 年

生  129 名が獣医療面

接、伴侶動物身体検査、

外科基本技術、産業動

物身体検査の実技試験

に挑み全員合格。当日

は獣医学部の教職員総

出で試験運営に取組

み、また、他大学 6 名の外部評価者と医療面接参加の市

民の皆様にご協力頂きました。（杉山晶彦） 

4 月 8 日に共用試験合格者

に病院長から Student doctor

証が授与されました。

Student doctors は、VMTH

や他の動物病院で行われる総

合参加型臨床実習やキャリア

スキルアップ研修など実際の

動物診療に参加できます。（浅沼武敏） 
 
・永幡先生、内田先生が 3 月でご退職 永幡 肇 教授

は、獣医保健看護学科において３年間、これまで培われ

てきたご経験を基に、農学・畜産学・獣医学関連の領域

の講義と実習をご担当され、獣医関連専門家の教育にご

尽力されました。牛の遺伝

疾患の研究で 2020 年に日

本獣医学会「越智賞」を受賞

されました。また、研究論文

13 名の責任著者としてご指

導いただきました。今後の

ご健勝とご活躍をお祈りいたします。（久枝啓一） 
 

内田 英二 教授は、2019 年度から獣医保健看護学科の

獣医療看護分野を中心に３年間学部全体を支えてくださ

いました。学科教育では、栄養

学や内科学、動物看護学に関

連する多くの講義や実習をご

担当下さいました。また、日本

動物保健看護系大学協会の本

学代表として、愛玩動物看護

師国家資格認定校の認可にも

ご尽力下さいました。今後のご健勝とご活躍をお祈りい

たします。（宮部真裕） 
 

新入教職員紹介   
 後藤 聡 准教授 はじめまして。4 月 1

日付で産業動物臨床学講座に着任しまし

た。VMTH では産業動物診療科を担当し

ます。私は福岡で産業動物臨床に 16 年従

事し、その後は帯広畜産大学にて産業動物

臨床教育と診療に携わりました。温泉で有

名な別府市出身で、私も温泉巡りが好きです。岡山理科

大学獣医学部では、不足する産業動物臨床獣医師の人材

育成に貢献したいと考えています。 
 

岩野明日華 動物看護師 4 月から動物看護師として

勤めさせている岩野明日華です。前職は横浜市のどうぶ

つクリニックに 4 年程勤めていました。VMTH は医療と

看護の連携がしっかりしていて、病気の動物に対する丁

寧な姿勢に惹かれました。まだまだ未熟で

ご迷惑をおかけするかとは思いますが、多

くの患者様に満足度の高い看護ができる

よう精進して参ります。旅とカメラとワイ

ンが大好きです！  
 

********************************************************************* 

コラム 1 グルメ in 今治 
 B級グルメ焼き豚玉子飯は、「白楽
天」が元祖ですが「重松飯店」もお
奨め。地元の方のお話では「ここは
有名になりたくない感じなのに、休
日は行列。ガテン系でボリュウム多
い」・・さっそく中：玉子 3 個(写真)
を注文。今でこそおとなしいですが、
高校時代（古き?良き時代）は毎食米 2 合食べたなぁと懐古し
ていると着丼。半熟黄身、ほろほろ味染み叉焼、白米をレンゲ
で甘辛だれに絡め・・。うまい！ この組み合わせ、うまくな
いはずがない。あっという間に完食、満腹。（朱 夏希） 

********************************************************************* 

VMTH の診療  
皮膚診療科では、様々な皮膚科学検査を実施するとと

もに、飼い主様としっかりお話しすることに重点をおい

て診断と治療をしています。最近、イヌやネコにおける

皮膚バリア保護の重要性が認知されていますが、私たち



も皮膚にやさしい抗菌療法の臨床研究（治験）や学会発 
表を行っています。写真は塗り薬の使い方を変えたこと

で痒みや皮膚症状が劇的に

改善した犬の症例です。痒

みが強い犬アトピー性皮膚

炎や繰り返す膿皮症など、

治療法に迷われている症例

について是非ご相談くださ

い。（松田 彬） 
 

VMTH Case Report   

ミニチュア・ダックスフント、5 歳 4 カ月雄。急に朝か

ら歩けなくなり来院。この症例は 4 カ月前にも胸腰椎椎

間板ヘルニアを VMTH で手術しましたが、今回は、前

回より 1 つ後ろの椎間での発生でした。椎間の逸脱物質

の除去手術を行い、4 日後の退院時には自力歩行が可能

に。犬の椎間板ヘルニアは、手術部位の再発はないので

すが、前後の椎間で発生率

が高くなる「ドミノ現象」

があります。この犬は典型

的なドミノ現象の症例で、

詳細な画像検査により発

生部位を特定できたので、

迅速に治療できました。（糸

井崇将） 
 
OUS-VET Article   Noninvasive thermographic photo-

graphing as an assessment of the state of discomfort in a dog 

receiving radiation therapy. Animals 11(9): 2496, 2021. 放射

線療法は、化学療法より臓器傷害などの全身性副作用は

少ないですが、ヒトでは照射部位皮膚の温度上昇に伴う

痛みや不快感など QOL 低下が問題視されています。私

たちは鼻腔腫瘍で放射線治療を受けた犬の鼻の温度をサ

ーモグラフィで測定し、照射後に最高 42℃にもなること

を初めて報告しました。不

快感を言葉で表現できな

い動物では、異常検出が遅

れがちです。負担を早く客

観的に評価することで、よ

り適切な看護ができます。

（佐伯香織） 
 

********************************************************************* 

コラム２ 和田動物看護師の釣り日誌 
2022 年 2 月 3 日曇り、場所は高知桂浜か

ら出港の土佐湾。電動リール使用、重り 80 号
に胴付き仕掛けの２本バリ、餌は小イカや短
冊サバなどを混ぜて底モノ狙い。深場のカサ
ゴは huge！50 cm 超が顔をみせてくれまし
た。今日の釣果はサイズ・数共に大満足で、
80 L 大型クーラー満杯。当然いつものドヤ
顔・・。でも、置き竿にできない性分なので
腕がパンパン。土佐湾の釣りはスケールが雄
大でメッチャ楽しい。（和田優子） 

******************************************************************** 

外科診療科の表と裏 

活発で明るい性格の大型雑種犬が上顎のしこりで来院

しました。しこりは高分化型線維肉腫という癌で、CT 診

断では上あごを切除することにより完全除去できそうで

した。しかし、上あごが無くなると外貌が大きく変わり、

食べる訓練も必要です。飼い主さんと十分相談した結果、

手術にチャレンジしました。手術は無事終わり、5 日間

の入院中は動物看護師と協力してしっかりリハビリ。退

院後の飼い主さんの献身的介護と本犬の努力で、現在は

自分で食べることができ体重も

増えました。リンパ節転移の摘

出も行い完治を目指していま

す。本症例のように、当院での手

術が患者動物と飼い主さんの絆

を強める手助けになれるよう今

後も頑張ります。 (佐伯亘平)  
 

VMTH の動物看護師  
VMTH では動物看護師間の申し送りを毎日夕方にや

っています。主な内容は、当日の診察症例の概要、入院

看護計画、翌日の予定、連絡事項などで、自分が担当し

た症例を動物看護師 7 名全員と教員が把握することで、

診察や入院管理を誰が担当

しても円滑にできるように

するためです。最近は患者

さんが増えて伝達事項も多

くなり大変ですが、診察全

体を把握するための大切な

業務です。（吉岡沙紀） 
 
********************************************************************* 

コラム３ 愛媛のお酒 
今回はさわやかな初夏に呑みたい一杯。根強

い人気の緑ラベル、西条の地酒「石鎚（純米吟
醸）」（石鎚酒造）をご紹介。愛媛の酒米「松山
三井」と「山田錦」を半分近く磨き上げ、すっ
きりで滑らかな味わいの中にコクを感じる、値
段も手ごろな逸品。料理の味を引き立て、軽く
炙ったしめ鯖との相性抜群。箸も手酌も、会話
（控えめの）も止まらない、またしても危険な
1 本。愛媛は危険がいっぱい。（齋藤文代、Ｋ） 

********************************************************************* 
研修獣医師の自己紹介  

研修 2 年目です。新卒の昨年は各診療科を回る全科研

修医として過ごし、今年から内科の専科研修医として働

いています。症例を診る度に新たな

知見と出会うことができ、自身の成

長を実感します。VMTH はスタッフ

間の仲がよく、また一つの症例に対

して診療科の枠を超えた柔軟な診断

治療体制が良いと感じています。今

後も研鑽に励みます。（小西健太） 
 
お知らせ（病院事務より） 
・研修獣医師、動物看護師を募集。希望者はご連絡ください。 

・臨床セミナー再開を考えています。決まりましたら案内させ

ていただきます。 
 
編集の後始末 ニュースレター#4 をお届けします。この号

も話題満載。今回のイラストモデルは可愛くて怖い藤井みゆき

様です。コロナが減らないのに VMTH の患者様は増加。参加

型実習が始まり、VMTH のスタッフはフル稼働。忙しいのは有

難いことですが、適度がもっと有難い。（K） 

岡山理科大学獣医学教育病院 
〒794-8555 今治市いこいの丘 1-3  
TEL: 0898-52-9001, FAX: 0898-52-9211 
E-メール: vmth@vet.ous.ac.jp 
URL: https://www.vmth.ous.ac.jp 
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