
Ⅶ　広報活動状況





1．広報誌・印刷物等一覧

� 平成 30 年 3 月現在

広報誌・印刷物等名 発行回数 最新版発行月 掲載内容等

THE�FUCULTY�OF�VETERINARY�MEDI-
CINE（日本語・英語版） 不定期 H30 年��2 月 沿革・組織・職員数等の概要

光れる北を　北海道大学獣医学部　学部案内 不定期 H29 年��5 月 高校生向け獣医学部案内

北海道大学大学院国際感染症学院（日本語・英
語版） 不定期 H28 年��8 月 平成 29 年 4 月設置の新大学院の紹介

獣医学部附属動物病院 不定期 H27 年 10 月 動物病院の施設・設備等診療案内

The�Japanese�Journal�of�Veterinary�Research 年 4 回 H30 年��2 月 欧文による研究論文の発表，広報

獣医学研究科・獣医学部　年報 隔年 H28 年 11 月 研究科の概要，組織，研究活動，教育
活動等を掲載

自己点検評価報告書（平成 22〜25 年度） 4年に 1回 H27 年��6 月 獣医学研究科・獣医学部の点検・評価
事項を公表

News�Letter�One�World�-�One�Health�1 つの世
界，1つの健康の実現に向けて 年 1〜2回 H29 年 10 月 博士課程教育リーディングプログラム

広報誌

大学の世界展開力強化事業　日本とタイの獣医
学教育連携〜アジアの健全な発展のために〜
（日本語・英語版）

不定期 H29 年��3 月 大学の世界展開力強化事業についての
概要とカリキュラム案内

Collaboration�of�Veterinary�Education�between�
Japan� and�Thailand� for�Sound�Evolution� of�
Asia

年 1 回 H30 年��3 月 大学の世界展開力強化事業についての
報告書
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2．プレスリリース（研究発表・その他）

年度 H28 年度 H29 年度

件数 2 6

� 平成 30 年 3 月現在

リリース日 タイトル 担当教室／教員等

平成 28 年 11 月 22 日 北大と JICA覚書締結　途上国へボランティア派遣
東アジア・モンゴルにて獣医学教育に貢献

獣医衛生学教室
堀内基広　教授

平成 29 年��3 月 21 日 脂肪を燃焼させる褐色脂肪組織を簡便な装置でリアルタイム可視化
─メタボリックシンドローム治療薬開発の加速に期待─

生化学教室
岡松優子　講師

平成 29 年��4 月 27 日 牛難治性疾病の制御に応用できる免疫チェックポイント阻害薬
（抗 PD-L1 抗体）の開発にはじめて成功

感染症学教室
今内　覚　准教授

平成 29 年��6 月��7 日 牛難治性疾病の制御に応用できる免疫チェックポイント阻害薬
（抗 PD-1 抗体）を，抗 PD-L1 抗体薬に続き開発

感染症学教室
今内　覚　准教授

平成 29 年��8 月 22 日 北海道大学獣医学部×札幌市円山動物園　市民公開講座
「科学する動物園─大学と動物園の連携が拓く未来─」の開催について

獣医学研究院／
札幌市円山動物園

平成 29 年��8 月 25 日
イヌのがん治療に有効な免疫チェックポイント阻害薬（抗 PD-L1 抗
体）の開発にはじめて成功〜北海道大学動物医療センターにおける臨
床研究成果〜

感染症学教室
今内　覚　准教授
附属動物病院
高木　哲　准教授

平成 29 年��8 月 29 日 ウイルスによる神経細胞内RNA輸送機構のハイジャック
〜ダニ媒介性脳炎ウイルスの新たな発症メカニズムを発見〜

公衆衛生学教室
好井健太朗　准教授

平成 29 年 11 月 26 日 人獣共通感染症リサーチセンター，獣医学研究院及び水産科学研究院
が「ISO17025」の認定を取得

微生物学教室
迫田義博　教授
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3．入試広報（オープンキャンパス・入試説明会）

オープンキャンパス 実施日 来場者数 主な内容

平成 28 年度
北海道大学
オープン
キャンパス

高校生限定
プログラム 8月 6日（土） 44

1．コース別体験学習
　（1）「光を利用した生命現象の解析」（葉原教授）
　（2）�「測ってみよう身近な環境汚染」（石塚教授，池中准教

授，中山助教，水川助教）
　（3）�「人と動物の共通感染症ってどんなもの？」（好井准教

授，小林特任助教）

2．動物病院の概要説明（附属動物病院長）

3．臨床系教室の概要説明見学及び体験学習（臨床系教室教
員）

自由参加
プログラム 8月 7日（日） 601 学部，研究室，動物病院，標本室紹介，獣医学部学生との懇

談会

平成 29 年度
北海道大学
オープン
キャンパス

高校生限定
プログラム 8月 5日（土） 45

1．コース別体験学習
　（1）「内臓を解剖する」（市居准教授）
　（2）「身近な野生動物について学ぼう！」（佐鹿助教）
　（3）�「動物の感染症とは？目で見る病原体」（大橋教授，今

内准教授，村田助教）

2．動物病院の概要説明（附属動物病院長）

3．コース別体験学習および病院見学
　（1）�「動物の治療を体験しよう」（獣医外科学教室：細谷准

教授，金助教）
　（2）�「病理の仕事　─死因を究明するために」（小林准教

授，青島助教）
　（3）�「動物の血液から学ぶ病気のメカニズム」（稲葉教授，

高田准教授，山﨑助教）

自由参加
プログラム 8月 6日（日） 672 学部，研究室，動物病院，標本室紹介，獣医学部学生との懇

談会

入試説明会 事業名 主催団体 実施日 実施場所

平成 28 年度
大学院入試説明会 大学院獣医学研究科 9月 10 日（土）

北海道大学獣医学研究科（会議
室）及び
北海道大学東京オフィス（テレ
ビ会議システムによる中継）

2016 動物感謝デー in�Japan
における大学紹介ブース 日本獣医師会 11 月 12 日（土） 福岡　西日本総合展示場及びあ

さの汐風公園

平成 29 年度 2017 動物感謝デー in�Japan
における大学紹介ブース 日本獣医師会 9月 30 日（土） 東京　駒沢オリンピック公園

4．北海道大学ホームカミングデー　部局主催行事

実施日 来場者数 主な内容

平成 28 年度 9月 24 日（土） 総会 45 名
交流会 65 名

獣医学部同窓会平成 26 年度通常総会，
交流会「獣医学部とアフリカの関わり〜歴史と将来〜」，懇親会

平成 29 年度 9月 30 日（土） 総会 34 名
交流会 37 名

獣医学部同窓会平成 29 年度通常総会，
交流会「北海道大学における獣医学教育に関する学生からの報
告」，懇親会
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