
Ⅰ授業と履修（Course and Registration） 
 

１．大学院の授業と履修の仕方 
Course Registration Guideline 

 
 本学院の修了要件は、所定の期間在学し、38 単位（必修科目 23 単位、選択科目 15 単位以上）以上
の授業科目を修得し、かつ博士論文の審査および試験に合格する事である。 
To complete the doctoral program at the Graduate School of Veterinary Medicine, students 
must basically be enrolled for at least four years and should complete a minimum of 38 credits, 
submit a Doctoral thesis, and pass a review and final examinations. Candidates must earn 23 
credits in required subjects, and a minimum of 15 credits in elective subjects. 
 
 標準修了年限は 4 年とし、8 年を越えて在学することはできない。なお、在学期間は，優れた研究
業績を上げたものについては 3 年以上在学すれば足りるものとし、標準修業年限を越えて課程を修了
する「長期履修」の場合は 6 年以内とする (事前協議が必要)。また、4 年を超えて休学する事は出来
ない。 
In principle, students should complete the program within 4 years, but the maximum time 
permissible is 8 years. A highly qualified student can complete all requirements for a doctoral 
degree within 3 years. “Long term course study”, which allow student to complete the Ph.D. 
program longer than the standard duration of course study (4 years), the maximum duration 
of course study should be 6 years (prior consultation is requested). Maximum duration of 
registered absence from school is a total of 4 years. 
 
必修科目：23 単位修得 
Required subjects: 23 credits required 

科目名 
Subject 

単位数 
Credits 

開講年次 
School 
year 

言語 
Language 

備考 
Remarks 

獣医科学特別研究 
Research on 
Veterinary Science 

16 1 - 4 英語 
English 

博士論文作成に係わる試験研究 
Independent research for a 
doctoral thesis 

獣医科学特論演習 
Advanced Seminar on   
Veterinary Science 

2 1 - 4 英語 
English 

所属教室のセミナー参加・発表
等・研究経過報告会。 
Participation in and 
presentation at a seminar under 
the student’s primary research 
advisor. Seminar for 
presentations about the 
progress of research for the 
doctoral thesis. 

アカデミックイングリ
ッシュ 
Academic English 
 

2 1 英語 
English 

実践的な英会話や表現能力を向上
させることを目的とした英語授
業。 
English class to improve   
students’ English ability in 
practical conversation and 
presentation skills.  

研究倫理演習 
Research Ethics 

1 1 英語 
English 

研究を遂行する上で必要な倫理や
動物実験倫理、法令等の知識を習



 
選択科目：  
15 単位以上修得すること(Elective subject: a minimum of 15 credits) 

科目名 
Subject 

単位数 
Credits 

開講年次 
School 
year 

言語 
Language 

備考 
Remarks 

獣医科学基礎科目 
Subjects on 
Fundamental 
Veterinary Science 

1 1 英語 
English  

複数の授業が開講される。各授業科
目を修得した場合に 1 単位を与え
る。 
Students should register for 
several sub-topics in Subjects 
on Fundamental Veterinary 
Science. One credit can be 
earned per sub-topic. 

先端獣医科学科目 
Subjects on Advanced 

1 2 英語 
English 

各授業科目は複数の授業で構成さ
れている。各授業科目を修得した場

Seminar 得するための講義およびグループ
討議等。 
Lectures and group 
works/discussion to acquire the 
research ethics and animal 
experiment ethics as a scientist. 

インターンシップ
Internships 

2 3 - 4 日本語/ 
英語 
Japanese/
English 

国内あるいは海外の機関（ケミカ
ルハザード対策専門家の認定を希
望する学生は海外のみ）での就労
体験を通じて学生のキャリアプラ
ン形成を支援する。合計 1 週間以
上の活動に対して単位認定する。
ビザ等の関係で海外活動が制限さ
れる留学生は日本国内のインター
ンシップにより単位を認定する。  
The aim of this internship is to 
support students in developing 
their career plan through 
occupational training at 
institutes, organizations, and 
companies overseas/in Japan 
(Overseas activities are 
required for students who hope 
to obtain the certification of 
chemical hazard control 
experts). Activities with a total 
of one week or longer will be 
required to earn credits. 
International students who are 
unable to do field study outside 
of Japan due to Visa status will 
earn credits by equivalent 
internships in Japan. 



Veterinary Science 合に 1 単位を与える。 
Students should register for 
several sub-topics in Subjects 
on Specialized Veterinary 
Science. One credit can be 
earned per sub-topic. 

ケミカルハザード対策
専門特論 
Advanced and 
Comprehensive 
Studies on Chemical 
Hazard Control 

5 2 英語 
English 

ケミカルハザード対策、環境毒性分
野の専門家となるために必須な知
識と技術を習得するための講義お
よび実習。 
Lectures and experimental 
practice to acquire the 
knowledge and techniques 
essential to be an expert in 
chemical hazard control and the 
field of environmental 
toxicology. 

総合専門臨床特論 
Advanced and 
Comprehensive 
Studies on Integrated 
Specialized Veterinary 
Clinical Medicine 

5 1 - 4 日本語/ 
英語 
Japanese 
/English 

（履修には日本の獣医師免許が必
要）臨床重点トラックでの学位の取
得に向けて、臨床獣医学における高
度な専門性の修得する目的で実施
される演習。 
（Japanese veterinary license is 
required to take this course.） 
Seminars, clinical practice and 
case discussion to acquire the 
advanced knowledge and 
techniques essential to make 
diagnosis of the disease with 
integrated knowledge, propose 
effective therapeutic plan and 
explain the prognosis in an 
easy-to-understand format to 
the client. 

専門獣医科学特論 
Advanced Studies on 
Veterinary Science 

2 1 - 4 日本語/ 
英語 
Japanese 
/English 

（社会人学生のみ履修可） 
国内外の学会，研究会等への参
加・発表。 
(Only available for students who 
are fully–employed and 
attending Graduate School) 
Participation in and presentation 
at international and domestic 
conferences and academic 
meetings. 

大学院共通授業科目 
Inter-Graduate 
School Classes 
 

1 or 2 1 - 2 日本語/ 
英語 
Japanese 
/English 

全学の大学院生を対象にした授業。 
Courses available to all graduate 
students at the university. 



４月入学者向け For April Enrollee 
 
標準修業年限（4 年間）での単位修得スケジュール 
The schedule for acquisition of credits required for graduation in the standard number of years 
[4 years].  
 

授業科目（単位数） 
Subject (credits) 

2017 2018 2019 2020 
1 年次 

1st year 
2 年次 

2rd year 
3 年次 

3rd year 
4 年次 

4th year 
I II III IV V VI VII VIII 

必修  
Required 
(23) 

獣医科学特別研究 (16) 
Research on Veterinary 
Science (16) 

                

獣医科学特論演習 (2) 
Advanced Seminar on 
Veterinary Science (2) 

                

アカデミックイングリッシュ(2) 
Academic English (2) 

                

研究倫理演習 (1) 
Research Ethics Seminar (1) 

                

インターンシップ (2) 
Internships (2) 

                

選択 
Elective 
(15) 

獣医科学基礎科目 (1) 
Subjects on Fundamental 
Veterinary Science (1) 

                

先端獣医科学科目 (1) 
Subjects on Advanced 
Veterinary Science (1) 

                

ケミカルハザード対策専門特論 
(5) 
Advanced and Comprehensive 
Studies on Chemical Hazard 
Control (5) 

                

総合専門臨床特論 (5) 
Advanced and Comprehensive 
Studies on Integrated 
Specialized Veterinary Clinical 
Medicine (5) 

                

専門獣医科学特論 (2) 
Advanced Studies on 
Veterinary Science (2) 

                

大学院共通授業科目 (1 or 2) 
Inter-Graduate School Classes 
(1 or 2) 

                

  



１０月入学者向け For October Enrollee 
 
標準修業年限（4 年間）での単位修得スケジュール 
The schedule for acquisition of credits required for graduation in the standard number of years 
[4 years].  
 

授業科目（単位数） 
Subject (credits) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 年次 
1st year 

2 年次 
2rd year 

3 年次 
3rd year 

4 年次 
4th year 

I II III IV V VI VII VIII 

必修  
Required 
(23) 

獣医科学特別研究 (16) 
Research on Veterinary 
Science (16) 

                

獣医科学特論演習 (2) 
Advanced Seminar on 
Veterinary Science (2) 

                

アカデミックイングリッシュ(2) 
Academic English (2) 

                

研究倫理演習 (1) 
Research Ethics Seminar (1) 

                

インターンシップ (2) 
Internships (2) 

                

選択 
Elective 
(15) 

獣医科学基礎科目 (1) 
Subjects on Fundamental 
Veterinary Science (1) 

                

先端獣医科学科目 (1) 
Subjects on Advanced 
Veterinary Science (1) 

                

ケミカルハザード対策専門特論 
(5) 
Advanced and Comprehensive 
Studies on Chemical Hazard 
Control (5) 

                

総合専門臨床特論 (5) 
Advanced and Comprehensive 
Studies on Integrated 
Specialized Veterinary Clinical 
Medicine (5) 

                

専門獣医科学特論 (2) 
Advanced Studies on 
Veterinary Science (2) 

                

大学院共通授業科目 (1 or 2) 
Inter-Graduate School Classes 
(1 or 2) 

                

 



必修科目及び選択科目の履修法について 
Details about Registration in Required Subjects and Elective Subjects 

 
1. 修了要件単位数 (Credit requirements): 

必修単位 23 単位および選択単位 15 単位以上を含む 38 単位以上 
A minimum of 38 credits including 23 credits in required subjects, and a minimum of 
15 credits in elective subjects. 

 
2. 必修科目について（Required Subjects） 

23 単位修得すること。獣医科学特別研究（16 単位、1〜4 年次開講）、獣医科学特論演習（2 単
位、1〜4 年次開講）、アカデミックイングリッシュ（2 単位、1 年次開講）、研究倫理演習（1
単位、1 年次開講）、インターンシップ（2 単位、3〜4 年次開講）を履修する。 
Students should earn 23 credits of required subjects. Required subjects are Research 
on Veterinary Science (16 credits, 1st-4th year), Advanced Seminar on Veterinary 
Science (2 credits, 1st-4th year), Academic English (2 credits, 1st year), Research Ethics 
Seminar (1 credits, 1st year), and Internships (2 credits, 3rd-4th year). 
 

3. アカデミックイングリッシュ（Academic English） 
必修科目であり、2 単位修得すること。ただし、英語を母国語とする留学生、英語能力が高い外
国人留学生は、北海道大学国際部国際教育研究センターが実施する「一般日本語コース」の受講
により単位を認定することができるので、一般日本語コースの受講を推奨する。また、英語を母
国語とする学生、およびネィティブスピーカーレベルの英語能力を有する学生は、認定により単
位を与える場合がある。 
Students should earn 2 credits of this required subjects. Those who speak English as 
their first language and international students who have high English proficiency are 
recommended to take “General Japanese Language Course” provided by Center for 
International Education and Research of Hokkaido University, instead of Academic 
English, to earn the credits. Alternatively, those who speak English as their first language, 
and students who have native-level English ability, may receive credits by authorization. 
 

4. インターンシップ（Internships） 
必修科目なので、必ず履修すること。国内外を問わず合計 1 週間以上の活動に対して単位を認
定する（ケミカルハザード対策専門家の認定を希望する学生は海外のみ）。ビザ等の関係で海外
活動が制限される留学生は日本国内のインターンシップにより単位を認定する。 
Students are required to complete Internships at institutes, organizations, and 
companies either overseas or in Japan (Overseas activities are required for students 
who hope to obtain the certification of chemical hazard control experts). Activities with 
a total of one week or longer will be required to earn credits. International students who 
are unable to do field study outside of Japan due to Visa status will earn credits by 
equivalent internships in Japan. 

 
5. 獣医科学基礎科目（Subjects on Fundamental Veterinary Science） 

獣医科学基礎科目として開講される科目を 8 単位以上取得すること。このうち、研究機器演習
（1 単位）の履修は強く勧める。また獣医科学基礎科目および先端獣医科学科目の中にそれぞれ
4 単位を上限（合計８単位）として、大学院共通科目を算入できる（ただし、先端獣医科学科目
で単位を加算した科目を除く）。 
Register for sub-topics in Subjects on Fundamental Veterinary Science to obtain a 
minimum of 8 credits. It is highly recommended that a credit is earned in Practice on 
Analytical Machines (1 credits). Students can earn a maximum of 4 credits (total 8 
credits) from Inter-Graduate School Classes as a part of Subjects on Fundamental 



Veterinary Science and Subjects on Advanced Veterinary Science (except earned credits 
as a part of Subjects on Advanced Veterinary Science). 
 

6. 先端獣医科学科目（Subjects on Advanced Veterinary Science） 
博士（獣医学）の取得とともにケミカルハザード対策専門家の認定を目指す場合、および臨床重
点トラックで博士（獣医学）の取得を目指す場合は 2 単位以上、博士（獣医学）の取得を目指す
場合は先端獣医科学科目として開講される科目を 7 単位以上取得すること。また獣医科学基礎
科目および先端獣医科学科目の中にそれぞれ 4 単位（合計８単位）を上限として、大学院共通科
目を算入できる（ただし、獣医科学基礎科目で単位を加算した科目を除く）。 
Register for sub-topics in Subjects on Advanced Veterinary Science to obtain a minimum 
of 2 credits for students who hope to either acquire PhD in Veterinary medicine and 
certificate of Chemical Hazard Control Expert, or acquire PhD in Veterinary medicine in 
Clinical Medicine-Emphasizing Program, and 7 credits for students who hope to acquire 
PhD in Veterinary medicine. Students can earn a maximum of 4 credits (total 8 credits) 
from Inter-Graduate School Classes as a part of Subjects on Advanced Veterinary 
Science (except earned credits as a part of Subjects on Fundamental Veterinary Science). 
 

7. ケミカルハザード対策専門特論（Advanced and Comprehensive Studies on Chemical 
Hazard Control） 

ケミカルハザード対策専門家認定試験を受験しようとする学生は、この単位を取得すること（こ
の単位は認定試験の受験資格の必須条件の一つである）。詳細は後日周知する。 
Students intending to take the examination for Chemical Hazard Control Expert 
Certification are required to earn this credit (This credit is one of the requirements for 
taking the examination for Chemical Hazard Control Expert Certification). The details 
will be announced later. 
 

8. ケミカルハザード対策専門家認定試験（Certification Examination for Chemical Hazard 
Control Expert (CHCE)） 

以下の受験資格を満たす場合（予定を含む）は、3 年次あるいは 4 年次でケミカルハザード対策
専門家認定試験を受験できる。ただし、合格した場合でも、専門家認定は学位取得時となる。な
お、認定試験の合否は、修了要件には含まれない。 
 
受験資格： 
・ 1 年次及び 2 年次に取得すべき単位を取得していること。 
・ ケミカルハザード対策専門特論の単位を取得していること。 
・ 海外の活動によりインターンシップの単位を取得していること、あるいは取得見込みである

こと。 
 
Students who have earned all required credits for taking CHCE certification examination 
are eligible to take the examination in either 3rd or 4th year. Even if you pass the 
examination, certification of CHCE will be issued at the time to obtain PhD degree. 
However, passing the examination is not required for the acquisition of PhD degree. 
 
Eligibility requirements: 
・ Acquisition of all the credits that should be obtained in the 1st and 2nd years. 
・ Acquisition of the credits for Advanced and Comprehensive Studies on Chemical 

Hazard Control (including students who are expected to earn the credits). 
・ Acquisition of the credits for Internships with overseas activities (including students 

who are expected to earn the credits). 
 



9. 総合専門臨床特論 (Advanced and Comprehensive Studies on Integrated Specialized 
Veterinary Clinical Medicine) 

1〜4 年次開講科目であり、臨床重点トラックで博士（獣医学）の取得を目指す学生は履修する
こと。履修には、日本の獣医師免許が必要です。 
Students who hope to PhD in Veterinary Medicine on Clinical Medicine-Emphasizing 
Program should take this 1st-4th year course. Japanese veterinary license is required 
to take this course. 

 
10. 専門獣医科学特論 (Advanced Studies on Veterinary Science) 

本科目の履修は社会人学生に限られる。 
This subject is for students who are fully–employed and attending Graduate School. 

 
単位取得と判定法について（Requirement for completing and its Evaluation Criteria） 
専門獣医科学特論の単位取得と判定は原則として以下のポイント制によって行う。 
In principle, the Advanced Seminar on Veterinary Science is evaluated using the 
following points-based system: 
1. ポイント数と単位   

(1) 1 ポイントを 1.5 時間相当として、20 ポイント（30 時間相当）以上で 2 単位とする。 
2. ポイント数の換算 

(1) 発表ポイントとなるのは、学会発表のみとする（研究会・発表会等は含まない）。 
(2) 口頭発表とポスター発表を区別しない。 
(3) 学会出席のポイントは 1 大会当たりとし、日数は考慮しない。 
(4) 獣医学研究院、獣医学院、あるいは国際感染症学院主催の講演会等への出席にポイント
を与える。 

3. ポイント数の記録 
(1) 学会ポイントについては指導教員が認定する。 
(2) 獣医学研究院、獣医学院、あるいは国際感染症学院主催の講演会等の出席については、
主催者が講演会等の開催案内時に、ポイント対象講演会であることとポイント数を通知す
る。講演主催者は大学院生名簿で出席を確認し、公演終了後直ちに教務担当に報告する。 

4. 評価の目安 
可：20-30 ポイント、良：31-40 ポイント、優：41-50 ポイント、秀：51 ポイント以上 

5. 履修登録 
本科目の単位取得を希望する者は，毎年度履修登録をした上で，学会参加の内容（発表者，
発表題目，学会名，日程，場所等）を記録しておくこと。単位申請時には，学会参加の内容
が確認できる学会の抄録，参加証等の書類を提出する必要があるので，学会参加後も関係書
類は保管しておくこと。 

 
1. Points and Credits 

(1) One course point is equivalent to 1.5 hours of class. To receive credits of this 
subject, students must acquire a minimum of 20 points (equivalent to 30 hours of 
class). 

2. Conversion of points 
(1) Only presentations given at authorized conferences are eligible to earn points 
(informal research meetings are not included). 
(2) Oral and poster presentations earn an equal number of points. 
(3) Points are given per conference independent of the length of the conference. 
(4) Attending lectures hosted by the Graduate School of Veterinary Medicine is 
eligible for points. 

3. Record of the number of points 
(1) Points for participating in or presentating at conferences are certified by the 



student’s main research advisor.  
(2) The lectures, seminars and symposia hosted by the Graduate School of 
Veterinary Medicine that are eligible for points are announced to the students by 
instructors organizing them. 

4. Evaluation standards  
Low Passing: 20 - 30 points, Satisfactory: 31 - 40 points, Superior: 41 - 50 points, 
Outstanding: >51 points 

5. Course Registration 
Students who intend to earn the credit need to register this subject every year, and 
make a record of attending conferences. When applying the credits, you need to 
submit the documents (abstract, certificate of attendance etc.) that prove your 
attendance of conferences, therefore keep the documents until applying for the 
credits. 

 
履修届について（Registration for courses） 

本学院において開講される授業の履修届けの提出については、毎年 4 月中旬および 10 月中旬に
連絡する。なお、大学院共通授業科目については、北海道大学ＨＰ上の電子ブック
（http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/）を参照すること。 
Application procedure of the course registration for classes held by the Graduate School 
of Veterinary Medicine will be announced in the middle of April and October in each year. 
Students should apply for “Inter-Graduate School Classes” according to the instruction 
in Hokkaido University website (http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-
info/gclass/). 

 
単位取得状況の確認方法について（Confirmation of acquisition of credits） 

単位の修得状況については、ELMS ポータルの Web 履修システムから確認出来る。 
Acquired credits are available in the Web Course Registration System in the ELMS 
System.  

http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/
http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/
http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/


Ⅰ－２．履修モデル

リーディングプログラム

●博士（獣医学）を取得する場合

博士（獣医学）

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上

先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

*2

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

選択
8 以上

必修 3

博士（獣医学）
ケミカルハザード対策専門家

ケミカルハザード対策専門家認定試験

インターンシップ（必修2単位）国内、海外を問わない*3

博士（獣医学）

DC4
DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

4. 原則総合・専門臨床特論は臨床重点トラックの学生のみ受講できる。

2.  「先端獣医科学科目」（７単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・ケミカルハザード対策専門特論（５単位）
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

3. インターンシップ先は国内，海外を問わない。

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*4

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）



リーディングプログラム

●3年間で短縮修了を目指し、博士（獣医学）を取得する場合

博士（獣医学）

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上

先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

*2

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

選択
8 以上

必修 3

4. 原則総合・専門臨床特論は臨床重点トラックの学生のみ受講できる。

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）

2.  「先端獣医科学科目」（７単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・ケミカルハザード対策専門特論（５単位）
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

3. インターンシップ先は国内，海外を問わない。

博士（獣医学）
ケミカルハザード対策専門家

博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家認定試験

DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

インターンシップ（必修2単位）国内、海外を問わない*3

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*4

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）



リーディングプログラム

博士（獣医学）

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上
先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

*2

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）*4

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

選択
8 以上

必修 3

●博士（獣医学）を取得し、ケミカルハザード対策専門家の認定を受ける場合

DC4
DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

インターンシップ（必修2単位）海外のみ*3

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*5

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）

博士（獣医学）
ケミカルハザード対策専門家

博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家認定試験*5

3. インターンシップ先は海外とする（外国人留学生を除き，国内インターンシップは不可）。

4. ケミカルハザード対策専門家認定試験については，受験資格となるすべての授業科目の単位を修得していれば3年次でも受験可
能
    である。

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）

2.  「先端獣医科学科目」（２単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大１単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

5. 原則総合・専門臨床特論は臨床重点トラックの学生のみ受講できる。



リーディングプログラム

博士（獣医学）

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上
先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

*2

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

選択
8 以上

必修 3

3. インターンシップ先は海外とする（外国人留学生を除き，国内インターンシップは不可）。

4.　ケミカルハザード対策専門家認定試験については，受験資格となるすべての授業科目の単位を修得していれば3年次でも
      受験可能である。

5. 原則総合・専門臨床特論は臨床重点トラックの学生のみ受講できる。

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）

2.  「先端獣医科学科目」（２単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大１単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

●3年間で短縮修了を目指し、博士（獣医学）を取得して、ケミカルハザード対策専門家の認定を受ける場合

DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

インターンシップ（必修2単位）海外のみ*3

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*5

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）

博士（獣医学）
ケミカルハザード対策専門家

博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家認定試験*4



リーディングプログラム

博士（獣医学）

臨床重点トラック

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上
先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）*3

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

*2

選択
8 以上

必修 3

5. 総合・専門臨床特論（5単位）の履修には日本における獣医師免許が必要であり，臨床重点トラックの学生のみ受講できる。

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）

2.  「先端獣医科学科目」（２単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大１単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

4. インターンシップ先は国内，海外を問わない。

博士（獣医学）
ケミカルハザード対策専門家

博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家認定試験

3. 「ケミカルハザード対策専門特論」(５単位）と「総合・専門臨床特論」(５単位）の両方
　  を履修することはできない。

●臨床重点トラックで博士（獣医学）を取得する場合

DC4
DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

インターンシップ（必修2単位）国内、海外を問わない*4

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*3　*5

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）



リーディングプログラム

博士（獣医学）

臨床重点トラック

必修 18

必修 2

DC2
選択

7 以上
先端獣医科学科目
（選択7単位以上）

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

ケミカルハザード対
策専門特論

（選択5単位）*3

先端獣医科学科目
（選択2単位以上）

*2

選択
8 以上

必修 3

●3年間で短縮修了を目指し、臨床重点トラックで博士（獣医学）を取得する場合
博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家
博士（獣医学）

ケミカルハザード対策専門家認定試験

4. インターンシップ先は国内，海外を問わない。

DC3

獣医学特別研究（必修16単位）学位論文作成のための試験研究
獣医学特別演習（必修2単位）所属教室のセミナー参加・発表、研究経過報告会

（4年間を通じて継続実施）

インターンシップ（必修2単位）国内、海外を問わない*4

総合・
専門臨床
特論（選

択5単
位）*3　*5

DC1
獣医科学基礎科目（選択8単位以上）*1

研究倫理演習（必修1単位）／アカデミックイングリッシュ（必修2単位）

1. 「獣医科学基礎科目」（８単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大４単位。ただし，先端獣医科学科目で単位を
　　加算した科目を除く。）
　　・専門獣医科学特論　（２単位。ただし，社会人学生に限る。）

2.  「先端獣医科学科目」（２単位以上取得）の中に下記の単位を含めることができる。
　　・大学院共通授業科目（最大１単位。ただし，獣医科学基礎科目で単位を
　　加算した科目を除く。）

3. 「ケミカルハザード対策専門特論」(５単位）と「総合・専門臨床特論」(５単位）の両方
　  を履修することはできない。

5. 総合・専門臨床特論（5単位）の履修には日本における獣医師免許が必要であり，臨床重点トラックの学生が受講できる。



I-2．Model of Registration

●PhD (Veterinay Medicine) 
PhD (Veterinary

Medicine)

Required
18

Required 2

DC2
Elective

7<

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E7)*2

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Advanced and
Comprehensive

Studies on
Chemical Hazard

Control（E5）

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Elective
8<

Required 3

PhD (Veterinary Medicine) +
Chemical Hazard Control Expert

PhD (Veterinary Medicine)

CHCE certification examination

4. Students in Clinical Medicine-Emphasizing Program can take the Advanced and Comprehensive Studies on
Integrated
    Specialized Veterinary Clinical Medicine in principle.

DC4
DC3

Research on Veterinary Science (R16)：Research activities for graduate thesis
Advanced Seminar on Veterinary Science (R2)：Participation in and presentation at a

seminar.Presentations aboutt the researhc progress for the doctoral thesis.
（through whole period of course study）

Internships (R2) Domestic or Abroad*3
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*4

DC1
Subjects on Fundamental Veterinary Science (E8)*1

Research Ethics Seminar (R1) / Academic English (R2)

1.  Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Fundamental Veterinary Science (at least acquire 8
     credits).
    ・Inter-Graduate School Classes (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on Advanced
     Veterinary Science)
     ・Advanced Studies on Veterinary Science (2 credits. Only for students who are fully–employed and attending
     Graduate School)

2. Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Advanced Veterinary Science (at least acquire 7
    credits).
    ・Advanced and Comprehensive Studies on Chemical Hazard Control (5 credits)
    ・Inter-Graduate School Classes  (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on
Fundamental
     Veterinary Science)

3. Both internaships domestic or abroad are accepted.



●PhD (Veterinay Medicine)  (Accelerated completion, 3 years)
PhD (Veterinary

Medicine)

Required
18

Required 2

DC2
Elective

7<

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E7)*2

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Advanced and
Comprehensive

Studies on
Chemical Hazard

Control（E5）

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Elective
8<

Required 3

4. Students in Clinical Medicine-Emphasizing Program can take the Advanced and Comprehensive Studies on
Integrated
    Specialized Veterinary Clinical Medicine in principle.

PhD (Veterinary Medicine) +
Chemical Hazard Control Expert

PhD (Veterinary Medicine)

CHCE certification examination

DC3

Research on Veterinary Science (R16)：Research activities for graduate thesis
Advanced Seminar on Veterinary Science (R2)：Participation in and presentation at a

seminar.Presentations aboutt the researhc progress for the doctoral thesis.
（through whole period of course study）

Internships (R2) Domestic or Abroad*3
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DC1
Subjects on Fundamental Veterinary Science (E8)*1

Research Ethics Seminar (R1) / Academic English (R2)

1.  Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Fundamental Veterinary Science (at least acquire 8
     credits).
     ・Inter-Graduate School Classes (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on Advanced
      Veterinary Science)
     ・ Advanced Studies on Veterinary Science (2 credits. Only for students who are fully–employed and attending
      Graduate School)

2. Below credits indicated below can be included as a part of Subjects on Advanced Veterinary Science (at least
acquire 7
    credits).
    ・Advanced and Comprehensive Studies on Chemical Hazard Control (5 credits)
    ・Inter-Graduate School Classes  (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on
Fundamental
     Veterinary Science)
3. Both internaships domestic or abroad are accepted.



●PhD (Veterinay Medicine) with Chemical Hazard Control Expert
PhD (Veterinary

Medicine)

Required
18

Required 2

DC2
Elective

7<

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E7)

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)*2

Advanced and
Comprehensive

Studies on
Chemical Hazard

Control（E5）

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Elective
8<

Required 3

5. Students in Clinical Medicine-Emphasizing Program can take the Advanced and Comprehensive Studies on
Integrated
    Specialized Veterinary Clinical Medicine in principle.

PhD (Veterinary Medicine) +
Chemical Hazard Control Expert

PhD (Veterinary Medicine)

CHCE certification examination*4

1.  Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Fundamental Veterinary Science (at least acquire 8
     credits).
     ・Inter-Graduate School Classes (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on Advanced
     Veterinary Science)
     ・Advanced Studies on Veterinary Science (2 credits. Only for students who are fully–employed and attending
     Graduate School)

2. Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Advanced Veterinary Science (at least acquire 2
    credits).
    ・Inter-Graduate School Classes  (Maximum 1 credits, except the subjects added credits of Subjects on Fundamental
    Veterinary Science)

3. Only internaships abroad is accepted.

4. DC3 students can take Chemical Hazard Control Expert (CHCE) certification examination if they took all required
    subjects for the examination.

DC4
DC3

Research on Veterinary Science (R16)：Research activities for graduate thesis
Advanced Seminar on Veterinary Science (R2)：Participation in and presentation at a

seminar.Presentations aboutt the researhc progress for the doctoral thesis.
（through whole period of course study）

Internships (R2) Abroad only*3
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DC1
Subjects on Fundamental Veterinary Science (E8)*1

Research Ethics Seminar (R1) / Academic English (R2)



●PhD (Veterinay Medicine) with Chemical Hazard Control Expert (Accelerated completion, 3 years)
PhD (Veterinary

Medicine)

Required
18

Required 2

DC2
Elective

7<

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E7)

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)*2

Advanced and
Comprehensive

Studies on
Chemical Hazard

Control（E5）

Subjects on
Advanced
Veterinary

Science (E2)

Elective
8<

Required 3

5. Students in Clinical Medicine-Emphasizing Program can take the Advanced and Comprehensive Studies on
Integrated
    Specialized Veterinary Clinical Medicine in principle.

PhD (Veterinary Medicine) +
Chemical Hazard Control Expert

PhD (Veterinary Medicine)

CHCE certification examination*4

1.  Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Fundamental Veterinary Science (at least acquire
8
    credits).
    ・Inter-Graduate School Classes (Maximum 4 credits, except the subjects added credits of Subjects on Advanced
    Veterinary Science)
    ・ Advanced Studies on Veterinary Science (2 credits. Only for students who are fully–employed and attending
    Graduate School)

2. Credits indicated below can be included as a part of Subjects on Advanced Veterinary Science (at least acquire 2
    credits).
   ・Inter-Graduate School Classes  (Maximum 1 credits, except the subjects added credits of Subjects on
Fundamental
    Veterinary Science)

3. Only internaships abroad is accepted.

4. DC3 students can take Chemical Hazard Control Expert (CHCE) certification examination if they took all required
    subjects for the examination.

DC3

Research on Veterinary Science (R16)：Research activities for graduate thesis
Advanced Seminar on Veterinary Science (R2)：Participation in and presentation at a

seminar.Presentations aboutt the researhc progress for the doctoral thesis.
（through whole period of course study）

Internships (R2) Abroad only*3
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DC1
Subjects on Fundamental Veterinary Science (E8)*1

Research Ethics Seminar (R1) / Academic English (R2)



Ⅵシラバス

開講科目名
Course Title

講義題目 Subtitle
ナンバリング

コード
Numbering Code

責任教員
Instructor

単位
Credits

言語
Language

4月入学者
開講期

Semester for
student enrolled

in April

10月入学者
開講期

Semester for
student enrolled

in October

獣医科学特別研究
Research on Veterinary Science

VET_G7001
教務委員会
Academic Affairs Committee

16 Eng I-VIII I-VIII

獣医科学特論演習
Advanced Seminar on Veterinary
Science

VET_G7001
教務委員会
Academic Affairs Committee

2 Eng I-VIII I-VIII

アカデミックイングリッシュ
Academic English

VET_G7001
堀内　基広
HORIUCHI Motohiro

2 Eng I I-II

研究倫理演習
Research Ethics Seminar

VET_G7001
澤　洋文
SAWA Hirohumi

1 Eng I II

インターンシップ
Internships

VET_G7002
木村　和弘
KIMURA Kazuhiro

2
Jpn
/Eng

V-VIII IV-VIII

生物統計学特論
Advanced Lecture on Biostatistics

VET_G7101
五十嵐　学
IGARASHI Manabu

1 Eng I II

研究機器演習
Advanced Seminar on Analytical Machines

VET_G7101
今内　覚
KONNAI Satoru

1 Eng I II

情報科学特論
Advanced Lecture on Information Science

VET_G7101
伊藤　公人
ITO Kimihito

1 Eng I II

生命科学特論
Advanced Lecture on Life Sciences

VET_G7101
昆　泰寛
KON Yasuhiro

1 Eng II I

環境獣医科学特論
Advanced Lecture on Environmental Veterinary
Sciences

VET_G7101
坪田　敏男
TSUBOTA Toshio

1 Eng II I

臨床疾病学特論
Advanced Lecture on Veterinary Clinical Diseases

VET_G7101
滝口　満喜
TAKIGUCHI Mitsuyoshi

1 Eng II I

免疫学特論
Advanced Lecture on Immunology

VET_G7101
大橋　和彦
OHASHI Kazuhiko

1 Eng II I

寄生虫学特論
Advanced Lecture on Parasitology

VET_G7101
片倉　賢
KATAKURA Ken

1 Eng II I

獣医公衆衛生学特論
Advanced Lecture on Veterinary Public Health

VET_G7101
苅和　宏明
KARIWA Hiroaki

1 Eng II I

微生物学特論
Advanced Lecture on Microbiology

VET_G7101
鈴木　定彦
SUZUKI Yasuhiko

1 Eng II I

獣医衛生学特論
Advanced Lecture on Veterinary Hygiene

VET_G7101
堀内 基広
HORIUCHI Motohiro

1 Eng II I

先端生命科学特論I：発生生物学
Advanced Lecture on Life Science I:
Developmental Biology

VET_G7201
昆　泰寛
KON Yasuhiro

1 Eng IV III

先端生命科学特論II：生命現象のイメージング：不可
視から可視へ
Advanced Lecture on Life Science II：Imaging of
Biological Phenomena: From Invisible to Visible

VET_G7201
葉原　芳昭
HABARA Yoshiaki

1 Eng III II, IV

先端生命科学特論III
Advanced Lecture on Life Science III

VET_G7201
木村　和弘
KIMURA Kazuhiro

1 Eng III II, IV

先端生命科学特論IV：薬理学
Advanced Lecture on Life Science IV: Pharmacology

VET_G7201
乙黒　兼一
OTSUGURO Ken-ichi

1 Eng IV III

放射線生物学演習
Advanced Seminar on Radiation Biology

VET_G7201
稲波　修
INANAMI Osamu

1 Eng IV III

環境毒性学演習
Advanced Seminar on Environmental Toxicology

VET_G7201
石塚　真由美
ISHIZUKA Mayumi

1 Eng III II, IV

野生動物／保全医学特論
Advanced Lecture on Wildlife and Conservation
Medicine

VET_G7201
坪田　敏男
TSUBOTA Toshio

1 Eng III II, IV

獣医内科学特論
Advanced Lecture on Veterinary Internal Medicine

VET_G7201
滝口　満喜
TAKIGUCHI Mitsuyoshi

1 Eng Ⅳ III

最新獣医外科学特論
Advanced Lecture on Recent Advancement of
Veterinary Surgery

VET_G7201
奥村　正裕
OKUMURA Masahiro

1 Eng III II, IV

臨床画像診断学特論
Advanced Lecture on the Application of the
Veterinary Clinical Imaging

VET_G7201
高木　哲
TAKAGI Satoshi

1 Eng Ⅳ III

動物生殖医学特論
Advanced Lecture on Theriogenology

VET_G7201
片桐　成二
KATAGIRI　Seiji

1 Eng Ⅳ III

動物分子医学特論
Advanced Lecture on Molecular Medicine in Animals

VET_G7201
稲葉　　睦
INABA Mutsumi

1 Eng Ⅳ III

獣医病理学特論
Advanced Lecture on Veterinary Pathology

VET_G7201
木村　享史
KIMURA Takashi

1 Eng Ⅳ III

実験動物学特論
Advanced Lecture on Laboratory Animal Science

VET_G7201
安居院高志
AGUI Takashi

1 Eng III II, IV

総合専門臨床特論
Advanced and Comprehensive
Studies on Integrated Specialized
Veterinary Clinical Medicine

VET_G7302
滝口　満喜
TAKIGUCHI Mitsuyoshi

5
Jpn
/Eng

I-VIII I-VIII

ケミカルハザード対策専門特論
Advanced and Comprehensive
Studies on Chemical Hazard
Control

VET_G7301
石塚　真由美
ISHIZUKA Mayumi

5 Eng III II

専門獣医科学特論
Advanced Studies on Veterinary
Science

VET_G7302
教務委員会
Academic Affairs Committee

2
Jpn
/Eng

I-VIII I-VIII

大学院共通授業科目
Inter-Gradaute School Class

1, 2
Jpn
/Eng

I-IV I-IV

※開講時期（Semester）について
・ 4月入学者（Student enrolled in April） 　： I・III・V・VII = from April to September, II・IV・VI・VIII = from October to March
・10月入学者（Student enrolled in October） ： II・IV・VI・VIII = from April to September, I・III・V・VII = from October to March

必修
Required

選択
Elective

平成29年度大学院獣医学院科目一覧
Course List of Graduate School of Veterinary Medicine, Academic year 2017

先端獣医科学科目
Subject on Advanced Veterinary
Science

獣医科学基礎科目
Subject on Fundamental
Veterinary Science



獣医学院における授業科目のナンバリングについて
各授業科目のナンバリングは、以下のように構成されています。

■頭のアルファベット（大分類）：VET_G（獣医学院のコード）

■レベルコード【千番台】
７：博士課程学生履修用の科目

■科目種別【百番・十番台】（中・小分類）
００：必修科目
１０：獣医科学基礎科目
２０：先端獣医科学科目・先端獣医科学特論
３０：その他

■言語【一番台】
１：英語で行う授業
２：日本語及び英語のバイリンガル授業，または受講者決定後に使用言語を決定する授業

Numbering System of Graduate School of Veterinary Medicine
Numbering codes follows the rules as below.

■Firse letters: VET_G (Code of Graduate School of Veterinary Medicine)

■Level Code (thousands place)
7: Courses for doctoral students

■Subject Category (hundreds place/tens place)
00: Required Subjects
10: Subjects on Fundamental Veterinary Science
20: Subject on Advanced Veterinary Science/Subjects on Specialized Veterinary Science
30: Other Subjects

■Language (ones place)
1: Classes given in English
2: Bilingual classes given both in Japanese and English, or classes given in Japanese or English depends on

 member of the class.

:

例）「先端獣医科学科目　先端生命科学特論I：発生生物学」の場合
e.g.) In case of "Subject on Advanced Veterinary Science - Advanced Lecture on Life Science I:Developmental
Biology"

VET_G 7 2 0 1
獣医学院のコード

Code of Graduate School of Veterinary Medicine

レベルコード：博士課程学生向け

Level Code: for doctoral students

科目種別：先端獣医科学科目

Subject Category: Subject on Advanced Veterinary Science

英語で行う授業

Class given in English
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