
獣医学科の
アドミッションポリシー
獣医学科では、動物の健康維持･増進を図るとともに、
人の健康と福祉に携わり、地域社会および国際社会に
貢献できる獣医師の育成に力を注いでいます。
この観点から、本学科は次のような人材を求めています。

日本大学の自主創造の理念を理解し、
自ら切り拓こうと努力する人。

生命に対する強い関心と
高い倫理観を持った人。

強い目的意識を持って
獣医学の習得に努力する人。

将来にわたって研鑽に努め、
本学で学んだ成果を
社会に還元しようとする志を持つ人。
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〒252-0880 神奈川県藤沢市亀井野1866
TEL.0466-84-3812（入学センター） 

URL.https://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~vethome/

生命農学科 生命化学科 獣医学科 動物資源科学科
食品ビジネス学科 森林資源科学科 海洋生物資源科学科 生物環境工学科
食品生命学科 国際地域開発学科 応用生物科学科 くらしの生物学科

 日本大学  生物資源科学部
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海老名

二俣川

戸塚

鎌倉

東神奈川
東海道線

JR線（東海道線他）
JR東海道新幹線
小田急江ノ島・小田原線
東急田園都市線
相模線（相模鉄道線）
横浜市営地下鉄線
江ノ電（江ノ島電鉄線）

小田急江ノ島線（各駅停車）「六会日大前」から徒歩数分
●新宿から小田急江ノ島線下りに乗り「六会日大前」へ
●渋谷から東急田園都市線に乗り「中央林間」下車
　小田急江ノ島線下りに乗り換え、「六会日大前」へ
●東京からJR東海道本線に乗り「藤沢」下車
　小田急江ノ島線上り（各駅停車）に乗り換え、「六会日大前」へ
●横浜から相鉄いずみ野線に乗り「湘南台」下車
　小田急江ノ島線下り（各駅停車）に乗り換え、「六会日大前」へ

2022年度　獣医学科　入学者選抜日程
一般選抜

試験方法 出願期間 試験日 合格発表日

A個別方式第１期 2022年1月5日〜1月25日 2022年2月  2日 2022年2月10日

A個別方式第2期 2022年1月5日〜2月  9日 2022年2月16日 2022年2月26日

N全学統一方式第１期 2022年1月5日〜1月21日 2022年2月  1日 2022年2月10日

試験方法 出願期間 試験日 合格発表日
公募推薦

2021年11月5日〜11月11日 2021年11月20日 2021年12月1日関連産業後継者推薦

校友子女推薦

学校推薦型選抜

＊�新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、入学者選抜の内容に変更が生じる場合がありますので、募集要項・
生物資源科学部HPで最新情報を確認の上ご出願願います。
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きめ細かい
学習指導体制
学年担任制、リメディアル教
育、英語プレイスメントテス
ト、キャリアイングリッシュ、
学生相談室、学習支援セン
ターなど、個々の学生に合
わせた教育指導体制が整っ
ています。

国内有数の
教育・研究環境
日本大学動物病院（ANMEC）
や動物医科学研究センター
といった教育・研究施設に
は国内有数の最先端機器が
充実。実習や演習などを通し
て利用・体験できます。

活発な
獣医系学術サークル
低学年から所属可能な獣医系学術サークルでは、獣医学の知識を学ぶ
だけでなく、同級生や先輩・後輩とより親しくなれる機会が得られます。

日本大学獣医学科校友会・角笛会
は、2017年をもって１１０周年を迎えま
した。全国各地で展開する同窓生ネッ
トワークが、卒業後もあなたをサポー
トします。

全国を網羅する
同窓生ネットワーク（角笛会）

イルカの研究
イルカには未知なことがたく
さんあります。彼らが海で生
きるための生理機能や解剖
学的研究を行い、なぜ環境
に適応できたのかを解明して
います。

欧米の獣医学専門医からマ
ンツーマンで検査や治療の
技術指導を受ける海外研修
は、将来獣医師として、海外
で活躍したいというあなた
の夢を叶えるステップになり
ます。

獣医学専門医に学ぶ
海外研修

がんの放射線治療、獣医脳外科など
先端獣医療
イヌやネコも、長生きするほ
どがんの発生率が高まりま
す。体の深部の腫瘍を狙い
撃ちする放射線療法は、外
科手術と並んで、なくてはな
らない治療です。

人と動物の
共通感染症研究
人の感染症の約50％はもともと動
物の感染症です。野生動物やペット
を対象とした人と動物の共通感染
症研究を通して、人の健康にも貢献
できます。

Key word で見る獣医学科
動物医療を通して動物の健康維持・増進を図るとともに、
ヒトの健康と福祉に貢献する獣医師を養成することが獣医学科の目的です。
その目的を達成するため、緑あふれるキャンパスには、
充実した教育・研究環境が整備されております。
そして社会のニーズに応えられる獣医師の養成はもちろん、
国内外から注目を集めるさまざまな研究が、今この瞬間にも進められています。 動物医科学研究センター

動物医科学研究センターは、2004年に文部科学省の私立大学学
術研究高度化推進事業・学術フロンティア推進事業として設立さ
れ、日本大学における獣医学研究の拠点となっています。当セン
ターには、DNA塩基配列解析装置、自動細胞解析装置などの機
器、ならびに高度なバイオセキュリティー環境を確保した感染症
実験施設を備えており、充実した研究環境が整備されています。

日本大学動物病院（Animal Medical Center: ANMEC）には、
ヒトの総合病院に匹敵する最先端の医療機器が揃っています。
この大学付属の教育病院で、学生は臨床実習を行い、さまざ
まな症例に関する基本的な診断法や治療法などを学びます。
ANMECはさらに、国内有数の二次診療施設でもあり、専門的
な診断技術と実践的な治療法を学ぶため、多くの有給・無給研
修医が研鑽を積んでいます。希少な臨床例を集積し、再検討しつ
つ、新たな知見を得ることで、動物医療の進歩に貢献しています。

日本大学動物病院自然豊かな
湘南キャンパス
広大なキャンパスは緑にあふれ、勉学に
うってつけの落ち着いた雰囲気。しかも
駅まで数分の近さです。息抜きには、江ノ
島・鎌倉・横浜がすぐそこです。

■ 獣医解剖学研究室
比べれば、さらにわかる、動物の体の仕組み。

■ 獣医生理学研究室／獣医病態生理学研究室
哺乳類の器官や組織、細胞の機能について研究しています。

■ 獣医生化学研究室／分子生物学研究室
細胞機能の分子レベルでの解明を目指します。

■ 獣医病理学研究室
動物の病気の原因を、病理解剖などで明らかにします。

■ 獣医微生物学研究室
動物に感染するウイルスが病気を起こす仕組みを研究しています。

■ 獣医薬理学研究室
薬、特に抗がん薬を有効かつ安全に使用する方法を研究しています。

■ 医動物学研究室
寄生虫病の正確な診断、人や動物に共通する寄生虫病が主要テーマです。

■ 獣医内科学研究室／獣医消化器病学研究室
動物の病気の原因を調べ、診断・治療に役立つ研究をしています。

■ 獣医外科学研究室
明日の外科臨床に役立つ高度医療を研究しています。

■ 獣医臨床繁殖学研究室
社会ニーズに合致した繁殖技術の開発をめざします。

■ 獣医産業動物臨床学研究室
家畜の健康と食の安全を守る産業動物臨床獣医師の育成をめざします。

■ 獣医放射線学研究室
画像を利用した診断と腫瘍の放射線治療を行います。

■ 獣医臨床病理学研究室／獣医皮膚病学研究室
的確な予防と治療は、より多くの情報をキャッチすることから始まります。

■ 獣医麻酔・呼吸器学研究室
人と共に暮らす動物の麻酔科学と呼吸器学の教育・研究をしています。

■ 獣医神経病学研究室
動物の神経疾患に対する診断治療法を、様々な角度から研究しています。

■ 獣医伝染病学研究室
家畜やペットで問題となっているウイルス性の伝染病を研究しています。

■ 獣医衛生学研究室
免疫機構の仕組みを解明し、動物の疾病予防や健康増進に貢献します。

■ 獣医公衆衛生学研究室／獣医食品衛生学研究室
人も動物も健康に安心して生活できるよう研究を展開しています。

■ 魚病／比較免疫学研究室
イヌ・ネコ～魚類まで，様々な動物の免疫のしくみを調べています。

■ 実験動物学研究室
環境と野生動物との関係を感染症の観点から研究します。

獣医学科は以下の研究室で構成されており、4年生から入室
します。そして教員の指導のもと、卒業論文作成・臨床研究
を通して、専門知識や実践的な技術を修得していきます。

研究室紹介



3 4

獣医師に求められるのは広範囲な領域にわたる専門知識と実践力です。
日本大学獣医学科では、それらを段階的に修得できるように
綿密なカリキュラムを編成。多彩な人材や研究施設を活用して、
最先端の学習環境と体制を整えることで、6年間の学生生活をサポートしています。
獣医師をめざして日々奮闘する先輩方は、こうした環境を最大限に活かして、
忙しいながらも充実したキャンパスライフを送っています。

Student's Voice
知識を吸収し経験を積む
アクティブな6年間

「獣医解剖学A」では、犬や猫、牛や馬など、あらゆる動物
の骨や筋肉の名称を覚えて、その正しい形や組み合わせも
学びます。正常な状態を把握しなければ、異常であること
がわかりませんから、入学当初とはいえおろそかにできな
い授業でした。今でも、解剖学実習では学んだ知識を思い
起こします。しかし、忘れていることも多く、使っていたテキ
ストやレジュメを見返しながら知識を根付かせています。
今夏には牧場実習も控えていて、初めて大動物に触れるの
が楽しみです。また、この学科を選んだ理由のひとつでも
ある学術サークルでは動物病院での見学などもあり、先輩
がたとの交流も盛んで、充実した日々を送っています。

正常を知ることで異常を見分けられる
憧れの獣医師への道がここから始まりました
A. T さん　2年生　出身高校所在地：東京都

麻酔から縫合までを自ら行う初めての実習が「小動物外
科学実習A」です。まずは機器の扱いを覚えて、基礎的な
手技を習い、最終的には外科手術に臨みます。腸管吻合
（ふんごう）、胃の切開、避妊・去勢などの選択肢がありま
したが、私は脾臓の摘出を選びました。脾臓は血管の数が
多く、器具を使わずに手で結紮（けっさつ）する難しさがあ
り、挑戦しがいがあると感じたからです。この授業で習得
したすべての手技が、将来につながる学びになりました。
大学ならではの勉強をしようと思い、専門性の高い画像診
断を学ぶことができる獣医放射線学研究室に入室しまし
た。年次が上がるにつれて学修内容の専門性も高まり、獣
医師に近づいていると実感しています。

初めて体験した外科手術のすべての手技が
現場で必ず活きる貴重な学びになりました
T. S さん　5年生　出身高校所在地：神奈川県

海外での獣医師の働き方や社会的役割に興味があり、こ
の研修に参加しました。1週目は神経科で、基本的な神経
学的検査や、椎間板ヘルニア、脊髄損傷の手術を見学しま
した。2週目は循環器科を選び、心臓エコー検査、雑音の
聴診、レントゲンで心臓の評価などを行いましたが、印象
深かったのは動脈管開存症の手術です。日本は小型犬が
多いため開胸手術を行うことも多いのですが、大型犬の
多いアメリカではカテーテルを使う治療法の方が多いよう
です。また、現場経験を数多く積んでいる現地の学生たち
との交流からは多くの刺激を受け、学習意欲が高まりまし
た。この研修から得られた広い視野を、今後の目標である
小動物臨床にも活かしたいと考えています。

獣医師の仕事に触れて現地の学生とも交流し
将来の糧になる経験と広い視野を得ました
M. K さん　6年生　出身高校所在地：石川県

感染症を引き起こす細菌についての理解を深めるのが「獣
医微生物学A」です。ブドウ球菌、連鎖球菌、マイコプラズ
マなど、対象となる細菌はさまざまです。細菌をグラム染
色で２種類にわけて、桿菌、球菌などへ細分化しながら特
色を学びますが、座学と並行して顕微鏡での観察も行った
ので、知識の定着はスムースでした。微生物が生体に及ぼ
す影響は、病理学や薬理学の土台となる大切な知識です。
しかし、情報量が多いので、知識の抜けを作らないために
も、他の科目とリンクさせながら、意識的に振り返って確認
をする復習が必要だと痛感します。実際に動物と接する授
業も増えてきました。これまでの知識を活かしながら勉強
を続けていきたいです。

高度な知識や情報を確実に身につけることが
次のステップへつながっていきます
G. S さん　3年生　出身高校所在地：神奈川県

黒色腫や血管肉腫など、病変がある組織を顕微鏡で観察
し、スケッチをすることで、病変を学ぶのが「獣医病理学
実習B」です。自分の手を動かして、顕微鏡で病変を見るの
は初めてだったので驚きと発見もたくさんありました。それ
までの知識を総動員して取り組みましたが、書きためた正
常な組織に関するレジュメと見比べることもあり、基礎の
積み重ねが大事だと気づかされました。実は、高校3年間を
ニュージーランドで過ごした影響で、将来は海外での活躍
も考えているため、強みになる高い専門性を身につけよう
と思い、研究室は麻酔呼吸器を選びました。今は臨床の実
習も増えて、座学での知識が活きる場面が多くなってきた
ことがやりがいに通じています。

修得した知見を総動員して新しい科目に挑む
基礎を積み重ねる大切さを強く感じます
F. K さん　4年生　出身高校所在地：ニュージーランド

※学年は2019年度現在

獣医師として扱う家畜および家禽を対象
に、運動器の骨格系と筋系、内臓の消化
器系について、主要な器官の構造を比較
解剖学的に理解すると共に、代表的な解
剖学用語も修得します。また、対象とする
動物間の解剖学的な差異、器官の機能と
構造との対応関係、器官の臨床上の重要
性も理解します。

ワシントン州立大学獣医学部において、毎
年5～6年生を対象に夏期獣医臨床研修を
行っています。アメリカの獣医専門医による
大動物（牛、馬）ならびに小動物（犬）の内
科学、外科学、画像診断学、麻酔学などの
講義そして実習を受け、実践的な知識、技
術を身につけます。大学間の単位互換によ
り演習単位が取得認定されます。

獣医微生物学は、動物感染症の原因と
なる幅広い生物種を含みますが、この
講義では、病原性細菌の概要を学びま
す。細菌の生物学的および獣医学的特
徴を把握するために、菌属、種の生物
学的特性、同定方法、病原性発現機構
などを中心に学習し、細菌細胞および
細菌性感染症の基礎を理解します。

牛、馬、豚、鶏、犬、猫および実験動物
にみられた循環障害、変性、炎症、腫
瘍および感染症について各種組織標本
とスライドを用いて説明し､スケッチす
ることにより、病理組織学的な病変を
理解します。

獣医解剖学A

獣医微生物学Ａ

獣医病理学実習Ｂ

Pick UP
科目

Pick UP
科目

Pick UP
科目

Pick UP
科目

Pick UP
科目

外科手術学に必要な鎮静・麻酔法、無
菌手術法、各種診断法を段階的に体得
させたうえに、実際の軟部組織外科手
術の実技を行い、手術学の基本的手技
を修得することを目的としています。

小動物外科学実習A

ワシントン州立大学
夏期獣医臨床研修
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資格について

進路について

●受験資格　獣医師
●取得できる免許・資格
高等学校教諭１種免許（理科）、中学校教諭1種免許（理科）、
飼料製造管理者、食品衛生責任者

●任用資格
（卒業後、実務につくことによって与えられる資格）
学芸員、食品衛生管理者、食品衛生監視員、薬事監視員、
環境衛生監視員、と畜検査員、狂犬病予防員、
家庭用品衛生監視員、種畜検査委員

●将来の活動分野
伴侶動物、産業動物などの治療を行う臨床獣医師をはじめ、国家公
務員（農林水産省や厚生労働省の行政職）、独立行政法人動物衛生
研究所や畜産草地研究所の研究員、地方公務員（都道府県・市町村
の家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、動物愛護センター、農林水産
部、公衆衛生部などの獣医師）、農業団体や動物園の獣医師、大学の
研究室、製薬・食品関連の研究所など。なお、1割弱の学生が大学院
へ進学します。

●主な就職先 （近年の実績）
民間小動物病院、農林水産省、厚生労働省、地方公務員、農業共済
組合、日本中央競馬会、東京動物園協会、資生堂、大正製薬、共立製
薬、テルモ、新日本科学、小岩井農牧、ノーザンファーム、日本大学
動物病院

小動物臨床
51%

公務員
16%

その他
19%

進学5%

産業動物臨床 3%
企業 6%

卒業後の進路
（近年の実績）

競走馬の診察・治療の最前線で
日々奮闘しています
　約2000頭の競走馬がレースを目指
し、日 ト々レーニングを行う栗東トレー
ニング・センターにおいて、コンディ
ション調整や各種疾病に対する治療などに従事しています。また、競馬
開催時には、出走した競走馬を診察するのも仕事です。公正な競馬の開
催に携わるため、大きな責任を伴う仕事ですが、「先生に診てもらったか
ら、レースで勝てたよ」と厩舎の方から感謝されることに日々やりがいを
感じ、頑張っています。今後も日々研鑽し、厩舎の方からも信頼される獣
医師を目指していきます。

2016年度卒業
獣医薬理学研究室出身

獣医職
川島 雅史 さん

JRA栗東トレーニング・センター競走馬診療所

生涯勉強、生涯獣医師
　現在、埼玉の企業動物病院に勤務
しています。学生時代は、高度獣医療
を学びつつ、犬猫や飼い主様と真摯
に、時に情熱的に向き合う姿勢を、先
生方から教わりました。卒業後に勤務した各病院で、一般内科・外科
に加えて、専門的な眼科、呼吸器科診療の研鑽を積みました。これら
の経験を糧に、現在の職場では、獣医師、動物看護師をはじめ、病院ス
タッフ全員で「チーム医療」の充実を目指し、切磋琢磨しています。動物
たちの元気な姿や、飼い主様の喜び・感謝が、この仕事で得られる最
高の報酬であり、次の困難へ立ち向かうための力の源です。

2009年度卒業
獣医放射線学研究室出身

勤務医
吉岡 努 さん

イオン動物病院 与野

公務員獣医師として、食肉の
安全・安心に取り組んでいます
　私の勤務する食肉衛生検査所で
は、安全・安心な食肉を消費者に届け
るために、食用とする牛・豚の病気の
検査、抗生物質等の残留の検査やと畜場の衛生指導を行っています。現
在、私は動物の臓器や細胞を観察することで病気を診断する病理検査
を担当しています。現場ではまれに教科書に記載のない病気に遭遇しま
す。これを研修会で報告したり、論文として発表したりするのも仕事の1つ
で、後に同じ病気に遭遇した獣医師の参考になるよう努めています。この
ように、公務員獣医師として食肉の安全･安心に貢献できること、さらに
獣医学の発展にも貢献できることにやりがいと喜びを感じています。

2012年度卒業
獣医公衆衛生学研究室出身

技師
重松 幸典 さん

神奈川県食肉衛生検査所

犬と猫の食事を科学的に支える
　私は、ペットフード会社の社員とし
て、動物の健康維持や様々な病気か
らの回復を支える栄養学に関する研
究や調査を行っています。一方で、学会発表、講演、栄養学の授業の講
師、執筆活動等を通して栄養学の啓発活動も行っております。現在は
企業に勤務する傍ら、母校である日本大学の獣医生化学研究室にて
研究員として栄養学を始め広く分子生物学的な研究も行っており、最
近では猫の関節炎の病態発生機序に関する研究成果を、英科学誌『 
Scientific Reports 』に掲載することができました。今後も、産学二つの
立場から、動物の栄養学の発展に貢献していきたいと思っております。

2005年度卒業
獣医生理学研究室出身

企業勤務獣医師
北中 卓 さん

ロイヤルカナンジャポン

動物のすばらしさを
伝えることが私の仕事です。
　動物園獣医師として勤務して８年目
を迎えています。社会において誰もが
身近に動物たちとふれあえる場所が
動物園や水族館です。動物を通じて、命の大切さや動物の持つ素晴らし
さを伝えることが動物園の使命であり、それは私の仕事でもあります。そ
のためにいかに動物を健康に飼育管理、個体群の維持や繁殖できるか
が獣医師としての私の役割です。様々な動物やその疾患と向き合い、そ
の度に学生時代の友人や先輩、恩師にアドバイスをもらいながら乗り越
えてきました。これからもより多くの人に動物の魅力を伝えられるよう、
日々動物たちと真正面から向き合っていきたいと思います。

2008年度卒業
獣医解剖学研究室出身

動物園獣医師
山上 達彦 さん

東武動物公園

活躍する卒業生

  カリキュラム（専門教育科目）

基礎的な概論から始めて、年次が上がるごとに専門知識を
増やし、実習を重ねることで、獣医師としての心構えを
醸成しながら、現場で通用する実践力を養成します。

獣医師への道のり

1年次	
●必修科目
獣医学概論 
獣医倫理・動物福祉学
獣医解剖学Ａ
獣医解剖学Ｂ
動物遺伝育種学
獣医生理学Ａ
獣医生理学Ｂ
獣医生化学Ａ
獣医生化学Ｂ
基礎獣医学演習

●選択科目
分子生物学

2年次
●必修科目
放射線生物学
獣医解剖学実習Ａ
獣医解剖学実習Ｂ
獣医組織・発生学
獣医組織学実習
獣医生理学実習
獣医生化学実習
獣医薬理学Ａ
実験動物学Ａ
動物行動学
獣医微生物学Ａ
獣医微生物学Ｂ
獣医微生物学実習Ａ
獣医微生物学実習Ｂ
獣医免疫学
獣医病理学Ａ
獣医寄生虫病学Ａ

●選択科目
動物品種論
生物統計学
牧場実習

3年次 
●必修科目
獣医薬理学Ｂ
獣医薬理学実習
実験動物学Ｂ
実験動物学実習
魚病学Ａ 
魚病学Ｂ
動物感染症学Ａ
獣医病理学Ｂ
獣医病理学Ｃ
獣医病理学実習Ａ
獣医病理学実習Ｂ
獣医寄生虫病学Ｂ
獣医寄生虫病学実習
毒性学
毒性学実習
獣医公衆衛生学総論
人獣共通感染症学
疫学
獣医画像診断学Ａ
獣医臨床繁殖学Ａ
獣医外科学総論
獣医手術学総論
馬臨床学
産業動物臨床学Ａ
獣医内科学総論
獣医内分泌代謝病学
獣医臨床病理学
獣医血液免疫病学
獣医皮膚病学

●選択科目
獣医臨床解剖学演習

4年次
●必修科目 
魚病学実習 
動物感染症学Ｂ
動物感染症学実習
獣医公衆衛生学実習
食品衛生学
食品衛生学実習
動物衛生学
動物衛生学実習
環境衛生学
獣医臨床繁殖学Ｂ
獣医臨床繁殖学実習
獣医軟部組織外科学
産業動物臨床学Ｂ
獣医呼吸循環器病学
獣医運動器病学
獣医麻酔学
獣医臨床行動学
小動物内科学実習Ａ
小動物外科学実習Ａ
獣医臨床病理学実習
獣医消化器病学
獣医臨床腫瘍学
獣医画像診断学Ｂ

●選択科目
エキゾチックアニマル学演
習
獣医応用免疫学演習

5年次 
●必修科目 
野生動物学
獣医泌尿生殖器病学
総合参加型臨床実習
産業動物臨床実習
獣医眼科学
獣医神経病学
獣医臨床薬理学
獣医臨床栄養学
小動物内科学実習Ｂ
小動物外科学実習Ｂ
獣医画像診断学実習
総合獣医学演習Ａ
総合獣医学演習Ｂ
専門獣医学演習Ａ
専門獣医学演習Ｂ

●選択科目
展示動物医学演習
獣医再生医療学演習

6年次
●必修科目 
獣医事法規
総合獣医学演習Ｃ
総合獣医学演習Ｄ
専門獣医学演習Ｃ

●選択必修
卒業論文
臨床研究

獣医師国家試験合格率

年度 受験者数 合格者数 合格率

2020 115 109 94.8％

2019 118 115 97.5％

2018 134 128 95.5％

2017 119 116 97.5％

2016 138 112 81.2％

動物園 獣医師

研究員動物病院 勤務医公務員技師競走馬 獣医師

＊所属・写真は取材当時のものです


