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病院長が交代します（ごあいさつ）岡山理科大学獣医学教育病院（VMTH）は、2018 年に設置され、臨床教育、

臨床獣医師の卒後研修、獣医学研究の役割を果たす地域に根差した二次診療機関として質の高い獣医療を提供できる

よう診療体制を確立してまいりました。これまでの成果は、ひとえにご協力いただいた皆様方のお力添えのおかげで

あり、ご愛顧の賜物と只々感謝の気持ちで一杯でございます。4 月からは病院長を交代し、新たな気持ちで励んでまい

りますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。（星 史雄。新病院長挨拶は次号に掲載します。） 
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VMTH NEWS 
・獣医保健看護学科１期生の卒論発表会 獣医保健看護

学科はライフサイエンス（実験動物）、高度獣医療看護（動

物看護）、公共獣医事（公務員）の３分野で veterinary para-

professional (VPP)としての専門性を磨きます。早いもの

でこの 3 月に１期生 29 名が卒業を迎え、6 名が動物看護

分野に進みます。卒業前

の大きなイベントであ

る卒研発表会が 2021 年

11 月 27 日に行われ、25

演題が発表されました。

コロナ禍でフィールド

どころか実験室での研

究も困難でしたが、学生

と教員の頑張りで多様かつオリジナル性の高い発表とな

り、研究に対する熱意と 4 年間の学業の成果を感じまし

た。（佐伯 香織） 
 

・獣医学オスキー (vetOSCE）トライアル 2021 年 12

月 18 日に vetOSCE トライアルを実施し、獣医学科 4 年

生が医療面接、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臨みました。vetOSCE は臨床

実習をするための仮免許試験で、合格しないと病院実習

に参加できません（=留年）。今回は予行で本番は 2022 年

2 月 26 日。７月実施のプレトライアルのお蔭で試験は順

調に進行し、本番前のよい練習になりました。外部評価

者３名の評価は良。模擬クライアント参加の市民を含め

てご協力頂きました皆様に御礼申し上げます。（杉山 晶彦） 
 
・第 1回高知県獣医師会・岡山理科大学連携セミナー 

2022 年 1 月 30 日に高

知市セリーズで、しっか

りとコロナ感染対策を

とりながら対面で開催

し、動物看護師等 38 名

に熱心に聴講していただきました。講演は、VMTH 教職

員による「愛玩動物看護師法、麻酔中体温管理、老齢動

物看護、事例報告、VMTH 紹介」と、共催のマースジャ

パン川重結子氏による「与えてはいけないペットフード」

です。2 月 27 日に愛媛県獣医師会と連携でほぼ同じ内容

のリモートセミナーを行いました。（杉本 佳介） 
 

・明徳短大で動物愛護に関する模擬授業 愛媛県「地域協

働動物共生社会づくり事業」

で、2022 年 1 月 24 日に動物愛

好部(ZOI)の学生による動物

愛護に関する模擬授業「愛顔の

生きもの係教室」を明徳短期大

学幼児教育学科の学生さんに

online 視聴してもらいました。頂戴した意見や感想をも

とに授業を改善し、来年の今治市内小学校での授業に備

えます。（岩田 惠理） 
 
・VMTH 研究論文 2021 年に VMTH 関係者が発表し

た研究論文は 51 報(英文 41、和文 10)を数えました。 

多忙な教育と診療しながらの研究活動なので、それなり

の評価をいただけると思います。さらに頑張って研究を

進めていきます。（K） 

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

コラム 1 グルメ in今治 
 今治鯛めしは、鯛の身がたくさん入

った炊き込みご飯（宇和島鯛めしは切

身に生卵と甘醤油）。家庭やお店によっ

て少し味が違います。今回紹介するの

は来島海峡の絶景に臨む「大潮荘」の鯛

めし。料理旅館だけあってあっさり上

品な味わい、鯛だしの味と香りの高級感で、隠れ家的名店です。

PS. せんざんき（今治風鶏カラ揚）も絶品。岩田 惠理） 

********************************************************* 
VMTHの診療 循環器科ではイヌやネコの心臓・血管

の病気について、心エコーや CT による診断から、投薬、

カテーテル修復、ペースメーカ埋込み手術等をしていま

す。写真は心不全による重度肺水腫のイヌ症例で、治療

後は空気を含む肺の黒い部分が増え、改善しました。ま

た、人工心肺が近々導入

され、弁膜症や先天性心

疾患など、さらに多様な

循環器疾患の外科修復

が可能になります。循環

器疾患は命に関わるこ

とが多いため、できる限

り早い対応を目指して

います。（望月 庸平） 
 

VMTH Case Report  先天性門脈体循環シャント

(PSS)は、腸から肝臓をバイパスして

全身に向かう血管(シャント血管) に

より、腸からの血液が肝臓で解毒さ

れないまま全身に流れ込む病気で

す。けいれん発作、血尿などの症状が

出ることもあれば、無症状のことも

あります。この病気は手術によって

シャント血管を糸で結び、完全に遮

断できれば治癒が期待できます。こ

の 1 年で犬 5、猫 2 と多くの PSS 症

例が来院し、治癒 4 例、手術待ち 2 例

です。VMTH では 1)血管造影 CT に



よる確実な診断、2)3D 血管描出による詳細な手術計画、

3)低侵襲な腹腔鏡手術への取り組み、4)術後合併症への

対応に 72 時間集中管理など、万全な治療態勢で臨んで

います。（三河 翔馬） 
 
OUS-VET Article  Canine mast cell tumour cells regulate 

tryptophan catabolism via the expression of indoleamine 2,3-

dioxygenase. Res. Vet. Sci. 137: 159-162, 2021. 京都大学の本庶 

佑先生がノーベル賞を 2018 年に受賞されたように、が

ん治療の注目は免疫療法です。私たちが見つけたのは、

イヌで多発する肥満細胞腫がインドールアミン-2,3-ジ

オキシゲナーゼという酵素を用いて細胞周囲のアミノ

酸;トリプトファンを分

解すること。トリプトフ

ァンが減ると組織免疫が

低下し、肥満細胞腫はこ

の機序で免疫から逃げて

いるようです。今後はア

ミノ酸代謝を標的とする

新しい免疫療法が期待さ

れます。（松田 彬） 

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

コラム２ 和田動物看護師の釣り日誌 
名人の域を越えてプロ化している和田看護師の釣り日誌。

2021 年 5 月 4 日☁、下げ潮、来島海峡今治港沖。タイラバロ

ット「炎月」にゴング仕掛け、活エビで狙いました。信じられ

ないことに今治では活エビが手に入るんです。真鯛で、強烈な

引きの60.5 cmは自己ベ

スト。いつもよりドヤ顔

が（オホホ・・）。潮の早

い来島海峡のタイは鰭

が長く、身が締まって最

高。今治は釣り人にも天

国。（和田 優子） 

******************************************************** 
外科診療科の表と裏 「医者の不養生」を白状します。

12 年前、私が学生時代に保護したノラコ(雑種猫、避妊

雌、14 歳)が痩せて食欲がないと今治の実家の母から困

った声の連絡。CT検査で回盲部に 5 cm大の腫瘤が発覚。

結腸に分布する回結腸動脈(図中②)が根元（①前腸管膜

動脈からの分岐直後）か

ら侵されており、結腸亜

全摘を覚悟しました。し

かし私の猫は、図中④の

「中結腸動脈」が②とは

別に①から直接分岐し

ていた(成書に記載が稀

な血管走行)ため横行結

腸以降を温存できまし

た。病理検査結果は大細

胞型リンパ腫で、完全切除でした。退院後は元気になり、

体重も増加しています。(佐伯 亘平) 
 
産業動物診療科だより 産業動物診療科にはヤギの患

者さんが年に 100 頭く

らい来ます。病気ではあ

りませんが、処置として

除角をします。ヤギの角

は長さが 20 ㎝以上にも

なる先の尖ったケンカ

の武器。生まれて 1-2 週の角が短いうちにデホーナーと

いうコテのような器具で焼いて、角が伸びないようにし

て、ヒトや他のヤギを傷つけないようにします。（井上 陽

一） 
 
VMTH の動物看護師 2022 年５月１日に、愛玩動物
看護師法が施行されます。現役の動物看護師は学生時代

の履修科目が国家試験受験に不足しているため、5 月以

降に実施される講習を受講して「受験資格」を得ます。

続いて 10 月以降に予備試験が実施され、翌年２～３月

には国家試験の本番を迎えます。VMTH の動物看護師も

就学歴や経験年数が異なるため、自分に必要な講習を国

のウエブサイトで確認し、不安やプレッシャーと戦いな

がら予備試験と国家試験の勉強を始めています。（神田 鉄

平） 

現役動物看護師が国家試験受検資格を得るための要件 
ルート 該当者 受験資格要件 

既卒者・
在学者 

動物看護師を養成する大学・養成所の既
卒者・在学者のうち、一定のカリキュラ
ムを学んだ者（詳細未定） 

講習 

現任者 愛玩動物看護師の業務を 5年行った者 講習＋予備試験 
 

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

コラム３ 愛媛のお酒 
今回は雪がちらつく寒い夜に呑みたい一杯。 

石鎚の水の旨味が凝縮された壬生川の「賀儀屋（純

米吟醸）」（成龍酒造）をご紹介。半分まで磨きあ

げた愛媛県産「松山三井」のみを使った上品な香

りと味わいの贅沢な一本。派手さはないものの、

お刺身など素材の味を楽しみたい時にそっと寄り

添ってくれます。このタイプのお酒は飽きが来な

いのですが、無意識に手が出るので要注意。（Ｋ、

齋藤文代） 

********************************************************* 
研修獣医師の自己紹介 私は軟部外科/麻酔科の専科

研修獣医師として働いています。優しく熱心な指導医達

のもと、主治医として症例に関わることができ、毎日の

生活がとても充実しています。全診療科の先生達に気軽

に質問でき、指導して頂け

ることがVMTHの研修獣

医師の強みです！自分の

手術動画を見て落ち込む

こともありますが、次に来

ていただく患者さんのた

めに、より良い技術を身に

つけるべく精進します！（佐伯 かんな） 

 
お知らせ（病院事務より） 
・研修獣医師、動物看護師募集中。希望者はご連絡ください。 

・関係者の研究論文リストをHP に掲載しました。診療依頼や

共同研究の参考になれば幸いです。 

 

編集の後始末 新型コロナの猛威でいくつかの事業が中止

になり、記事ネタ減少。それでも VMTH の活発な活動を理解

していただけると思います。感染防御に務めながら、首をすく

めつつも身体を伸ばして教育・研究・診療を進めます。下のカ

ットは、ネコではなくて干支（えと）にちなんだトラです。（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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