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獣医学教育における動物実験代替法教材展示会獣医学教育における動物実験代替法教材展示会
及び獣医学教育における動物の利用に関する及び獣医学教育における動物の利用に関する

意識調査集計結果報告意識調査集計結果報告

教育における動物倫理を考えるネットワーク

北里大学獣医畜産学部獣医学科

太田快作

日本大学生物資源科学部獣医学科

後藤江梨子

昨年の春に獣医系大学全１６校をまわって行った「獣医学教育における動物実験代
替法教材展示会」の報告をさせていただきます。

現在の日本の獣医学教育においては、私たちは獣医師になるために、多くの命を犠
牲にすることを強いられます。そして、多くの学生がこの事に、獣医師になるために
動物を殺さなければならない、動物を助けるために動物を殺さなくてはならない、と
いうことに、疑問を持ってきました。

事実、欧米の多くの獣医科大学においては、学生が自らの意思によって、動物を犠
牲にする方法もしくは代替法とのどちらかを選択することができます。

そのような思いをもとに私たちのネットワークは設立され、その活動の一環として、今
回の展示会が開催されました。
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全国ツアー全国ツアー

1．岐阜大学 3月7日
（スタート）

2．大阪府立大学 3月10日
3．鳥取大学 3月11日
4．山口大学 3月14日
5．宮崎大学 3月17日
6．鹿児島大学 3月18日
7．北海道大学 3月20日
8．酪農学園大学 3月22日
9．帯広畜産大学 3月24日

10．第135回獣医学会学術大会
（東京大学）3月30日～4月2日

11．岩手大学 4月3日
12．麻布大学 4月7日
13．東京農工大学 4月10日
14．日本大学 4月12日
15．北里大学 4月19日
16．日本獣医畜産大学 4月26日

（展示会終了）
北里大学にて北里大学にて 岐阜大学にて岐阜大学にて

これがその日程です。

北は北海道大学から南は鹿児島大学まで、海外の獣医学教育において実際に使用
されている動物実験代替法教材を展示しました。

途中、東京大学で第１３５回日本獣医学会が開催され、そこにおいても展示会を開
かせていただきました。
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『『教育における動物倫理を考えるネットワーク教育における動物倫理を考えるネットワーク』』

管理人：中野真樹子

メンバー：獣医学生、獣医師、医学生物学系
の学生、その他約９０人

活動：メーリングリストによる意見・情報交換、
年数回の学生主催の勉強会、etc..

２００２年１１月東京農工大学での勉強会にて２００２年１１月東京農工大学での勉強会にて ２００３年１０月第１３６回日本獣医学会にて

次に「教育における動物倫理を考えるネットワーク」についてご説明させていただきま
す。

このネットワークは獣医学生を主体として、獣医師・医学生物学系の学生など約９０
人のメンバーにより構成されています。

獣医学教育における動物実験についての疑問や抵抗など、教育現場における動物
倫理などについて考えていくために、２００２年９月に立ち上げられました。

現在はメーリングリストを用いた活発な意見・情報交換や年数回の学生主催の勉強
会などを行っています。
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しかし

今回の展示会に至る経緯今回の展示会に至る経緯

教材は１回借りると最大
６週間レンタル可能！

それを持って全国獣医系
全１６大学を回ろう!!

では

昨年３月、日大の学生が勉強会を企画

海外から獣医学教育における動物実験の代替法教材をレンタ
ルして展示およびディスカッションを行う。

今回の展示会に至る経緯をご説明させていただきます。

そもそも初めは昨年三月に日大の学生が、代替法教材をレンタルして、展示および
ディスカッションを行うことを企画しました。

しかし、教材は一度借りると最大6週間借りることができます。
そこで、ではそれを持って全国の獣医系大学をまわって展示会を開こう！という無茶
な案が出され、そして実行に移すことになりました。
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目目 的的

① 代替法について正しく知ってほしい！

② 各獣医大学の現状を知りたい！

③ 問題提起！

これが、我々が今回の展示会を開催しようと思った大きな目的です。
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代替法について正しく知って欲しい！代替法について正しく知って欲しい！

動物を利用しない方法・・・
シミュレーションソフト、
モデルマネキン、視覚教材、etc..

動物を利用する方法・・・
倫理的死体の利用、
Humane Society Program、etc..

(＊)通常はこれらの方法が組み合わされて用いられる。

一つ目は、｢代替法について正しく知って欲しい｣ということです。

代替法というと、どうしても、動物に全く触れない方法だと勘違いされがちですが、決
してそうではありません。

ここに示してありますとおり、代替法には動物を使うものと使わないものがあります。

動物を使うものとしては、倫理的死体の利用やHumane Society Programがあります。
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Humane Society ProgramHumane Society Program とは？とは？

アメリカ 近隣のアニマルシェルター(SPCA等)との共同プログラム
で、シェルターに収容されている犬猫に、外科医スタッフの
監督の元で学生が不妊手術を行うもの。術後回復した後、
シェルターに返却され、里親譲渡を待つ。

麻酔覚醒後のケアができる、里親が見つかりやすくなる、
安楽死処分の必要がなくなる、など、多くのメリットがある。

日本 日本では、アニマルシェルターと呼べるものが非常に少
ないため、行政の動物管理センターや民間の保護団体
などの動物収容施設との連携が必要。

問題点 獣医師法、学生の技術、教員数、愛護団体からのバッシ
ング、etc..

Humane Society Program というのは、現在ほとんどのアメリカの獣医科大学が、実習
の一項目として採択している制度で、地域のアニマルシェルター、SPCA等と協力し
て、そこに収容されている犬猫に、外科医スタッフの監督の元で学生が不妊手術を
行うものです。

これらの犬猫は、術後回復した後、シェルターに返却され、里親譲渡を待つことにな
ります。

日本ではアニマルシェルターと呼べるものがほとんどないのが現状でありますので、
行政や民間の動物保護施設や、地域猫の利用など、日本独自の方法が必要になる
と考えます。

しかし、「学生が業として診療行為を行ってはならない」と言う獣医師法の解釈、学生
の技術の未熟さ、アメリカに比べて教員数の少なさ、さらに、一部の愛護団体からの
批判など、まだまだ解決していかなければならない問題点が多くあります。
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CPR（心肺機能蘇生）練習用モデルマネキンCPR（心肺機能蘇生）練習用モデルマネキン

代替法教材代替法教材

展示した教材の一部をご紹介させていただきます。

これが心肺蘇生術の練習用のモデルマネキンで、外科学の実習において用いられ
ます。気管挿管、心臓マッサージ、股動脈の触診、などが出来ます。
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気管挿管練習用モデルマネキン気管挿管練習用モデルマネキン

代替法教材代替法教材

展示した教材の一部をご紹介させていただきます。

これは気管挿管の練習用のモデルマネキンです。これも外科学の実習において利
用されます。
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神経生理学シミュレーションソフト神経生理学シミュレーションソフト

代替法教材代替法教材

展示した教材の一部をご紹介させていただきます。

これは神経生理学のシミュレーションソフトです。これは生理学の実習において利用
されます。
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代替法教材代替法教材

イヌの心臓に寄生するイヌ糸状虫のモデルイヌの心臓に寄生するイヌ糸状虫のモデル

展示した教材の一部をご紹介させていただきます。

これは犬の心臓に寄生する犬糸状虫、俗に言うフィラリアのモデルです。これは代替
法というよりは補助教 材と言った方が良いかもしれません。
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各獣医大学の現状を知りたい！各獣医大学の現状を知りたい！

今までは、ネットワークのメンバーのいる大学
の状況しかわからなかった。

他の獣医科大学ではどのような動物を使った
実習が行われ、それに対する教員や学生の意
識はどうなんだろう？

二つめの目的は、他大学での現状を知りたい、ということです。

各大学ではどのような実習や授業が行われているのか、そしてそれに対する教員や
学生の意識はどのようなものなのか、を実際に目で見てそして話して、知りたいと思
いました。
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問題提起！問題提起！

この展示会をきっかけとして、獣医学教育

正しい情報を基に多くの人たちと議論
をすることにより、自分自身ももっと
もっと考えたい！！

そして、

関係者に問題意識を持ってほしい！

三つ目の目的は、このような展示会を開催することによって、問題提起をしたいという
事でした。

今回展示した教材はあくまで参考であり、これをもとにこれらの問題を考えるきっかけ
にしたいと考えました。

そして、正しい情報を元に多くのの人たちと話すことにより、自分自身も視野を広げ、
その上で、自分達はどうするべきなのか、どうしたいのか、何ができるのか、ということ
を、もっともっと考えたいと思いました。
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アンケート内容（一部抜粋）アンケート内容（一部抜粋）

獣医になろうと思った理由を教えてください。(学生用)

今回の展示をどう思いますか。

獣医学教育における代替法についてどう思いますか。

今現在の獣医科大学の授業実習における致死実習
は有効であり、必要最低限だと思いますか。

獣医学教育と動物愛護・動物福祉はどう関わると思い
ますか。

今回展示した代替サンプルで利用できると思うものは
ありますか。

展示会の際にアンケートをとらせていただきました。

これが、そのアンケートの一部です。

ほとんどの結果の集計はどうしてもうまい形にまとめることができなかったので、詳しく
知りたい方は、配布させていただいているCD-Rを見ていただければと思います。
回答内容は非常に興味深いものが多く、自分自身非常に勉強になり、また考えさせ
られました。
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アンケート集計結果（一部）

Ｑ 今回の展示した代替サンプルで、実習に
おいて利用できると思うものはありますか？

91%

4%

5%

Ｙｅｓ

わからない

Ｎｏ

84%

8%

8%

Ｙｅｓ

わからない

Ｎｏ

学生

教員

代替法は実際に関心を持って見ていただければ高い
評価を受けられることを確認！

集計結果を一つだけ発表させていただきます。

質問は「今回の展示したサンプルで、実習において利用できると思うものはあります
か」というものです。

学生、教員ともYesという結果が多数得られました。
この結果から、実際に関心を持って見て頂ければ、代替法は教育において有効であ
るとの評価を確認できました。
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DASIEDASIE
イヌの腹腔内モデル

縫合練習キット

(提供)小林敦子

実際に各大学で既に採用されている教材もいくつかありました。

北海道大学、鳥取大学ではこのDASIEという外科実習の縫合練習キットが使われて
いました。

展示会においてもこの教材が最も評価が高く、その後、昨年は東京大学・東京農工
大・日本大学の外科学実習においても試験的に使用されました。
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まとめまとめ
今回の展示会を行い、代替法教材は全体として高い評価を得
ることができた。

しかし

実際、日本の獣医系大学において、社会の動物愛護思想の
高まりに配慮し、動物福祉的な観点を持ち、代替法教材を積
極的に取り入れようという姿勢を持つ大学は、１６校のうち僅
か２，３校に過ぎないと感じた。

何故！？

まとめです。

今回全国をまわり、代替法は高い評価を得られました。

しかし、実際はほとんど取り入れられてはおらず、その導入に積極的な大学は、１６
校のうち僅か２,３項にすぎない、という印象を受けました。
どうしてなのでしょうか。
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何が言いたいのか何が言いたいのか

代替法を含め、動物愛護、福祉の考え
をもっと教育に取り入れて欲しい！

日本版Ｈｕｍａｎｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｐｒｏｇｒａｍ

を実現させたい！！

そして

私たちの最も言いたいことは、代替法を含め、日本の獣医学教育においても動物愛
護、福祉の考えをもっともっと取り入れて欲しい、ということ、そして、日本版Humane 
Society Program を実現させたい、ということです。
私たちは、何も代替法が導入されればそれでいい、というわけではありません。目の
前の動物たちの犠牲を、少しでも減らしていきたいのです。

その点において、このHumane Society Programは、まさに理想的なものであると考え
ています。

多くの問題点を乗り越え、なんとしても実現させたいと思います。
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各大学での学生の活動状況各大学での学生の活動状況

北里大学 獣医のたまごクラブ（獣医学教育における動物利用を
考える）＜’０２～＞

麻布大学 tier～人と動物の関係を考える会～ ＜’０１～＞

岐阜大学 動物福祉を目指す会＝あにうぇる☆＜’０３～＞

帯広畜産大学 らすかる( Rights of Animal & Students Change
Actively Life ) ＜’０３～＞

東京農工大学 動物実験を考える勉強会＜’０２～＞

帝京科学大学 Sweet Heart ＜’０３～＞

日本大学 VX(動物たちの今を考える) ＜’０２～＞

北里大学 犬部（動物愛護を実践する非公認サークル）＜’０２～＞
北里大学 獣医のたまごクラブ

各大学における学生の活動状況です。

現在では、全国各地の多くの大学で教育における動物実験などを含めた、動物愛
護、福祉について考えるグループが存在し、それぞれ活発に、またときには協力し
合って活動しています。
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配布配布CDCD--RR
①全国ツアーの報告

②現在進行中の活動
（臨床獣医師対象に行ったアン
ケート及びその回答を含む）

③アンケート集計結果

冊子

今回発表させていただいた全国ツアーの記録をまとめたCD-Rを作成しました。
この内容は、冊子にして昨年の秋に青森で行われた第１３６回日本獣医学会で展示
とともに配布させていただきました。

興味がおありの方は是非ご覧ください。
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謝謝 辞辞

今回、全国の獣医系大学での展示会をさせていただ

きましたが、各大学の先生方や学生には多大なご協

力をいただきました。また、北里大学の星信彦先生、

獣医師の中野真樹子さん、小林敦子さんをはじめ、

日ごろより我々学生を見守ってくださっている皆様に

心よりお礼申し上げます。

全国での展示会をさせていただくにあたって、各大学の先生方や学生には多大なご
協力をいただきました。また、北里大学の星信彦先生、獣医師の中野真樹子さん、
小林敦子さんをはじめ、日ごろより我々学生を見守ってくださっている皆様に心より
お礼申し上げます。
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連絡先連絡先

北里大学獣医畜産学部獣医学科４年

教育における動物倫理を考えるネットワークサブ管理人

太田快作

E-mail : kaisaku@msb.biglobe.ne.jp

ご質問、ご意見、ご批判、お問い合わせなどは、以下
の連絡先までどうぞ。

本日は時間も短く、十分に言いたいことを伝えられなかったかもしれません。

これら教育における動物利用などに関する問題は、簡単に答えや結論がでる問題で
はないと思います。

もし、ご質問、ご意見などある方がいらっしゃいましたら是非こちらまでご連絡くださ
い。


