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新 年 号

　新年あけましておめでとうございます。
　新しい年を迎え、理事長・学長にご挨拶をいただきました。
また北里柴三郎博士生誕の地、熊本県小国町にある北里柴三郎
記念館の紹介を、北里英郎館長にご執筆いただきました。ありがとうございました。
　昨年10月には３年ぶりに広島市にて地区懇談会を行うことができました。コロナ禍での開催で状況が不安
定な中、足をお運びくださった皆様、誠にありがとうございました。
　2023年度は、７月に新潟市、10月に盛岡市にて地区懇談会を予定しております。新型コロナウイルス感染対
策を講じた上で、多くの会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。
　PPAとしては引き続き新型コロナウイルス感染拡大に留意しながら、本来の役目である保護者の皆様と先
生方との橋渡し役として、事業を進めてまいります。
　この度の会報発行に際しまして、ご執筆・ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。今後も会報
充実のため、皆様のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、本年が、会員の皆様にとりまして幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
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https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/

　昨年度同様、全会員に対し事前にWebでの決議をお願いし、その後、決議内容の報告を、会場
開催の場で行います。

　Web決議アクセス方法、会場開催詳細等に
ついては、４月発行の会報275号（入学式号）
に掲載するとともに、５月中旬ごろに全会員
宛に正式なご案内を郵送いたします。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大
の状況によっては予定や内容を変更する可能
性もあります。随時、PPAホームページに掲
出いたしますのでご確認ください。

2023年度PPA定期総会について

　昨年度までの２年間は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の一部が実施できず、
未執行予算相当額を減額いたしましたが、2023年度からは、年会費10,000円（例年に戻し）
の振込用紙を、４月発行の会報275号（入学式号）に同封し、納入期限は5/10（水）までとさ
せていただきます。
　北里大学PPAは皆様からの会費収入で運営されています。引き続きご理解・ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。

2023年度PPA会費について（在校生会員の皆様）

2023年
6月10日（土）
ロイヤルパークホテル
東京都中央区日本橋蠣殻町 2-1-1

会　場
開催日

場　所

2022年度PPA定期総会（報告会）
３年ぶりに東京のロイヤルパークホテルで行われました。
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癸卯～さらなる「飛躍」の１年に～
みずのと う

　明けましておめでとうございます。
　昨年は、感染対策のため小規模となりました
が、３年ぶりに対面でのPPA定期総会および広
島での地区懇談会が開催され、PPA会員の皆様
にお目にかかることができたことを大変嬉しく
思いました。直接お目にかかれなかった皆様に
も、この場をお借りして、改めて日頃の多大な
るご支援に心より感謝申し上げます。
　さて、昨年（2022年）の新年ご挨拶では、「壬
寅」の干支にかけて、“生命力にあふれた干支にち
なみ、この厳しい冬を乗り越え、美しい春が来
ることを願ってやみません。”と締めくくりまし
た。昨年は、まさに干支の通り、美しい春とも
呼べる大変うれしいニュースが２つありました
ので、紹介させていただきます。
　まず１つ目、北里大学に四半世紀ぶりの新学
部・未来工学部が設置認可されました。新たな時
代に対応すべく計画を始めた未来工学部の設置
が正式に認可され、法人一同歓喜に沸きました。
未来工学部データサイエンス学科はいよいよ今
年の4月からスタートしますが、生命科学に関す
るデータが集まる本学において、未来工学部で
データサイエンティストを養成することは、必
ずオール北里のチーム力を強化するものと確信
しています。また、新学部だけではなく、北里
大学のデジタル環境は着々と整備され、ご子息・
ご息女の学ばれている既存の学部・研究科におい

ても、さらに充実した学びを提供できるよう尽
力してまいりますので、ぜひご期待ください。
　２つ目は、学校法人慶應義塾との包括的連携
協定の締結です。締結からちょうど130年前の
1892年、学祖北里柴三郎博士は福澤諭吉先生に
お会いしました。その後、多大なるご支援を受
けてわが国初の私立伝染病研究所が開設され、
やがて1914年の北里研究所創設に続きます。そ
の御恩に報いるため、北里博士は現在の慶應義
塾大学医学部の開設に携わり、現在の学部長に
あたる初代医学科長を務められました。これま
でも慶應義塾とは主に医学の分野で協力体制を
築いておりましたが、昨年の北里研究所創立記
念日11月５日の日付で新たなステップとして包
括的連携協定を締結いたしました。具体的な連
携内容は、今後相互協力のもと決定してまいり
ますが、本連携により、教育・研究・医療の分野
で国内のみならず世界に貢献できるよう、さら
に尽力してまいる所存です。
　なお、昨年に引き続き、相模原キャンパスで
は、医学部・看護学部校舎建替え整備計画、未来
工学部の新校舎建設および新大学図書館の建設
計画が、着々と進んでいます。こちらも楽しみ
にしていただければ幸いです。また、「新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴う緊急修学支援募金」
などに加え、2022年４月から「北里研究所創立
110周年・北里大学創立60周年記念募金」を開始し
ました。これからも学生の皆さんが安心して大
学生活を続けられるような各種施策を継続して
まいりますので、引き続き何卒ご支援とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、2023年の干支は「癸卯」、うさぎは跳ね
ることから、卯年は「飛躍」のイメージがあるこ
とと存じますが、なかでも「癸卯」は新しいこと
への挑戦に最適な年と言われています。昨年実
を結んだ嬉しい出来事が、いよいよスタートす
る年となりますので、本法人もより一層「飛躍」
「向上」していけるよう尽力してまいります。
PPA会員の皆様方とご家族におかれましても、
どうか健やかに過ごされますようお祈りし、新
年のご挨拶に代えさせていただきます。

新年のご挨拶

みずのえ

とら

みずのとう

みずのとう

学校法人北里研究所
理事長 小林 弘祐

新年のご挨拶
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北里大学学長 島袋 香子
　令和５年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　PPAの皆様には、日頃より本学の教育に多大
なるご支援を賜り、篤く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）の流
行が続いておりますが、コロナ株の変化により
その様相が変わり、政府が示す行動制限は緩や
かになってきました。対人交流が制限されたこ
とでの弊害も注目され始めており、本学では状
況を確認しながら、コロナ前のキャンパス生活
を取り戻すべく、奮闘しております。感染症予
防行動の徹底を基本に、授業は、オンラインを
併用しながら対面授業とし、クラブ活動における
遠征等、活動範囲を拡大しております。相模原
キャンパスでは３年ぶりに球技大会が開催され
ました。「RE : STARt（リスタート）」をテーマに、
ドッジボールやバレーボール、フットサルと、接
触が避けられ、密にならない種目が選択され、
学生達はのびのびと活動しておりました。
　また、学生生活の思い出となる行事に学園祭
があります。昨年の十和田キャンパスの紅葉祭
は学内関係者のみに制限して開催し、白金キャ
ンパスの白金祭は開催を断念しました。相模原キャ
ンパスの北里祭はWEB開催に挑戦し、視聴でき
たご親族や卒業生に喜んで頂きましたが、学生
にはさびしい思いが残りました。しかし、今年
度は紅葉祭・白金祭・北里祭ともに入場者制限は
ありましたが、対面開催することができました。
学園祭の醍醐味はその準備から始まります。学
年を超えた多様な仲間と協働する機会であり、

企画力や運営力、コミュニケーション力を必要
とします。社会人となるために必要な能力の修
得機会であり、人生において思い出に残る貴重
な体験です。学びの機会となる学園祭を開催で
きたことは、大変喜ばしいことだと思います。
　一方、コロナの症状は軽症化しておりますが、
罹患者や濃厚接触者になると、学業に影響が出
ることに変わりはありません。療養しても授業
を履修できる制度を整えてありますが、学修ス
ケジュールは過密化し、学修効果は、本人の気
持ちの影響を受けます。医療系学部にとっては、
これから国家試験を迎える時期となります。国
家試験に追試験制度はありませんので、感染症
予防行動を徹底するよう注意喚起していきたい
と思います。
　ところで、本学では2023年４月より未来工学
部データサイエンス学科がスタートします。ま
だ起きていない「未来の課題」に挑むことを学び
の柱にしております。生命科学の総合大学とし
て環境保全、生命の多様性の問題、食糧危機や
感染症のリスク、医療分野における課題等、複
雑で広範囲な課題に取り組み活躍できる人材の
育成を目指します。データサイエンス学科の開
設は、各学部が新たな扉を拓くことに繋がると
思います。これまでもデータサイエンスに関す
る基礎科目を提供してまいりましたが、DX
（Digital Transformation）時代に向けた教育基盤
を固めるべく、カリキュラムを整備し、令和５
年度に文部科学省の数理・データサイエンス・AI
教育プログラムの認定制度に応募いたします。
未来工学部との連携が開始されるとさらに教育
内容が強化されると思います。
　コロナの様相はどう変化するか定かでありま
せんが、大学生活が充実し、発展したものにな
るよう教職員一同努力してまいりますので、ご
協力・ご支援のほどよろしくお願いいたします。
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4

PPA会長 和佐原 征一郎
　新年あけましておめでとうございます。
　平素よりPPA会員の皆様、大学の先生方には
格別のご支援・ご協力を賜り、心より厚く御礼申
し上げます。
　新型コロナウイルス感染症による行動制限が
緩和されたことから、PPA活動もコロナ禍前の
ような取り組みに少しずつですが、戻すことが
できつつあります。2022年６月には定期総会を
PPA会員皆様ご来場の中東京で開催することが
できました。７月の静岡地区懇談会は残念なが
ら中止となったものの、10月の広島地区懇談会
は開催することができ、2019年７月以来の地区
懇談会再開となり、東は静岡県、南は鹿児島県
からお越しいただき、全体で80名を超える会員
の皆様にご参加いただきました。
　当日は全体懇談会に先立ち、獣医学部長の岡
野昇三先生より「家族の一員である犬・猫の健康
を考える」とのテーマで講演いただき、特にペッ
トを飼っているご家庭の方には非常に関心の高
いお話であったと思います。
　全体懇談会では、北里研究所からは小林理事
長、北里大学からは島袋学長にご来賓としてご
挨拶をいただき、続いて就職センター事務長よ
り就職状況についての説明がありました。最後
に学部ごとに分かれ行われた学部説明会では、
各学部の先生方にもご出席いただき、学生生活
や修学状況について詳細なお話しをいただきま
した。３年ぶりの学部説明会だったこともあり
当初予定していた１時間では短かった学部もあっ
たようです。本年においても新型コロナウイル

ス感染症の対策を十分にしつつ、PPA会員皆様
と直接お会いできることを楽しみにしておりま
す。引き続きPPA活動にご理解、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　さて、本年は４月に８つ目の学部となる未来
工学部データサイエンス学科が相模原キャンパ
スに開校となる記念の年となります。｢生命科学
の総合大学｣である北里大学として、同学部は生
命科学の「知」の連携を加速させ、生命の真理に
核心から迫り、人間を読み解き、世界と未来の
課題解決に挑む医工連携の拠点になることが期
待されています。
　学校施設についても大きな整備が進んでいます。
相模原キャンパスにおいては医学部および看護
学部の新校舎が、次世代の教育・研究のシンボル
的重要施設として着々と建設中です。また、新
大学図書館建設などの整備計画も進んでいます。
新図書館は従来型の図書館機能に加えて、電子
媒体や動画を活用してオリジナル教材を作成・発
信する機能や、グループ学習やセミナー、授業
や講演を含むイベントにも対応できるアクティ
ブ・ラーニング・スペースを有する複合的な施設
を念頭に置いた素晴らしい施設になると思いま
す。前述の未来工学部データサイエンス学科に
おいても新校舎が2024年２月に竣工の予定とな
っています。北里大学が新たな学部創設と施設
充実を通じて、さらに次世代の人材育成を図る
知の拠点として発展することをPPA会員皆様と
応援したいと思っております。
　さて、皆様のお子様の学生生活においては従
前のオンラインを中心とした講義から、原則、
対面による講義となっています。さらに昨秋に
は各キャンパスで学園祭も無事に開催されるな
ど、学生の皆様も本来の学生生活に戻りつつあ
ります。今冬は、インフルエンザの流行も懸念
されていますので、新型コロナウイルスと併せ
て、感染することなく、健やかで穏やかに皆様
が日々を送られますこと、そして、北里研究所
および北里大学の先生方をはじめ関係者の皆様、
PPA会員の皆様、学生の皆様にとりまして、輝
ける年となりますことをご祈念申し上げ新年の
挨拶とさせていただきます。

5

地区懇談会（広島市）に出席して（報告）

　2022年度北里大学PPA地区懇談会が、10
月15日（土）に広島市のホテルグランヴィ
ア広島において開催されました。
新型コロナウイルス感染状況に鑑み、2020
年以降は見送りとなり、また今年７月に予
定されていた静岡市での懇談会も直前で中
止となったため、３年ぶりの開催でした。
当日は、少し汗ばむくらいの秋晴れの好天
に恵まれ、遠方よりご出席いただいた会員
の皆さんや、大学各学部からご参加いただ
いた多くの先生方含め、総数約80名以上の
盛大な会となりました。
　12時より動画にて大学での学生たちの様
子が紹介された後、12時半からは獣医学部
長である岡野昇三先生より、「家族の一員
である犬・猫の健康を考える」という身近
なテーマについて分かりやすくご講演をい
ただきました。獣医師の活躍分野、仕事内
容等についても併せてご説明をいただき、
出席者の皆さんも熱心に先生のお話しを聞
かれていました。個人的には、伴侶動物と
して人間同様の高度な医療への期待や実際
の治療方法に関するお話しが興味深く、ま
た、ペット数が子供の数を大きく上回って
いることや、犬や猫も人間と同じような病
気になると伺い驚きました。
　その後、13時半より全体懇談会に移り、
まず、和佐原征一郎PPA会長によるご挨拶、
PPA活動や役員についてのご紹介がありま
した。続いて、北里研究所理事長の小林弘祐

先生より、法人の状況や組織・取り組みに
ついてご説明をいただきました。組織の理
念が「いのち（を尊び）」からはじまってい
る点が北里らしい（北里だけでは？）とお
っしゃっていたことが、印象に残りました
（北里八雲牛に関するふるさと納税情報も
有用でした）。さらに、学長の島袋香子先
生からは、大学や学生活動の近況について
のお話しがあり、新設される未来工学部に
ついてもご紹介いただきました。最後に、
就職センターの新藤直哉事務長より、各学部
における近年の就職状況、大学のサポート
体制等についてご説明いただきました。
　14時半からは、学部ごとに分かれ、先生
方より、各学部・学科における指導状況、
学生の生活環境や進路・就職事情に関する
近況について資料と共に詳しいご説明があ
りました。また、保護者の皆さんも活発に
質問をされ、時間が許す限り、先生方が丁
寧に回答されていました。その後も、会員
の皆さんが楽しく交流し、情報交換等を行っ
ておられる様子が見られました。
　今回、コロナ禍以前に行われていたレセ
プションもなく、マスク着用、ソーシャル
ディスタンスに配慮した中での開催となり
ましたが、私個人として、非常に有意義で
あったと感じました。参加者全員が同じ会
場に集まり直接コミュニケーションできる
機会は、教職員・保護者それぞれの立場か
らの関心事や思い等を伝え合うために効果
的で重要であることを改めて認識できまし
た。会員の皆さんも是非ご参加されること
をお勧めします。
　最後になりますが、今回、久しぶりの地
区懇談会開催にあたり、ご尽力いただきま
した関係者の皆様に心より感謝申し上げま
すと共に、今後も引き続きこのような先生
方と会員の皆さんとを結ぶ場が多くあれば
と強く願います。

北里大学PPA 副会長　
獣医学部
獣医学科 ６年

赤澤 太朗
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　昨年10月、2022年度第２回北里大学PPA
地区懇談会「近畿・中国・四国・九州および
東海４県」に参加させて頂きました。
　私は諸事情（笑）により「懇談会」なるも
のが苦手で、ご案内頂いても参加は全く考
えておりませんでした。しかし、妻から地
元広島市にて開催ということ、ましてや自
宅の近所のホテルだと聞き６年間のうち１
度くらいは…と、多少の躊躇はございまし
たが夫婦で参加を決めました。
　これが吉と出たのか凶と出たのか…会場
に入り着席するなりPPA会報に掲載する原
稿執筆の依頼が…担当の方の満面の笑み（マ
スクを着用されているので実際はわかりませ
んがそう信じたい）と共に資料を渡され…励
ましのお言葉にお断りする術もなくあれやこ
れやという間に写真まで撮って頂き…原稿
執筆を快諾した形となってしまいました。
　講演会は北里大学獣医学部長の岡野昇三
先生による「家族の一員である犬・猫の健康
を考える」と題したお話しを拝聴しました。
　我が家にもチワワ♀がおりますので、愛
犬家の一人としては本当に興味深いお話で
した。頂いたレジメも可愛らしくわかりや
すいものでしたので楽しく伺うことができ
ました。
　昨今、子ども人口より犬猫の登録数の方
が上回っている現実や、それに伴う犬猫の
高齢化問題、生活習慣病、介護など可愛い
だけでは済まされない問題です。

　身近な動物である犬猫はペットではなく
家族の一員であるという認識になっており
ますが、ヒトではないということをいつも
頭の片隅に置いて、「いのち」と向き合う
という覚悟を持ち、より長く快適に同じ時
間を過ごしていきたいと感じました。ま
た、言葉を持たない動物たちに寄り添う獣
医師の先生方には敬意を表したい気持ちで
いっぱいになりました。
　全体懇談会では北里大学PPA会長のご挨
拶の後、北里研究所小林弘祐理事長、島袋
香子学長のご挨拶と大学生活の近況報告を
お話し頂きました。
　その際に学祖北里柴三郎博士の肖像の新
紙幣千円券が印刷済みで、後はカットするだ
けとのプチ情報も頂きました。楽しみです。
　学部説明会では、医師国家試験合格率や
合格までのプロセスなど１年生から６年生
までのカリキュラムをわかりやすくご説明
頂き大変参考になりました。
　また、医学生の共用試験（CBT・OSCE）
が2023年度から公的化されるお話など、聞
けば聞くほど今の医学部生は長く厳しい状
況に置かれていることがわかり不安な気持
ちでいっぱいになりましたが、医学部長の
浅利　靖先生から「教職員が全力でサポー
トしますから」という熱いお言葉に心が落
ち着きました。
　このご時世なので残念ながら今回レセプ
ションはありませんでしたが、普段、娘か
ら大学生活において「先生と学生の距離が
近い」という話しを聞くことが多く、懇談
会もアットホームな雰囲気が印象でした。
まだ参加されていない方々はぜひ一度ご参
加されてみてはいかがでしょうか。
　最後になりましたが、この大変な時期の
中で今回の地区懇談会開催にあたりご尽力
頂きましたPPA役員並びに関係者の皆様に
心より感謝申し上げます。

医学部　
医学科 ２年
広島県在住

前 卓志

地区懇談会（広島市）に出席して
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　広島市で開催されましたPPA地区懇談会
へ参加いたしました。
　コロナ禍において対面での地区懇談会は
久々だったかと思います。
　盛会に開催されましたことにお喜び申し
上げます。
　私の子どもはコロナ禍真っ只中に学生生
活が始まりました。受験、入学式中止、
引っ越しも出向いてやれず、親としてはど
のような環境で大学生活を送っているのか
を知る機会が少なかったです。そのような
折に隣県広島での開催であり興味をもって
出かけました。日本各地の往来に制限がな
くなり、大学以西の各地からの来場があっ
たそうです。会場は広島駅直結のため遠方
の方はとても来場しやすかったと思います
し、広間は感染症対策のため幅広く着席で
きて安心感がありました。そして何より
も、北里研究所理事長先生、北里大学学長
先生、各学部長先生をはじめ、PPA関係の
方々が地方に住む保護者のために足を運
ばれましたことが大変素晴らしいと思いま
した。
　さて、一日の様子です。まず講演会テー
マはなんと‼犬猫でした。我が家は「オス
の犬を飼って」いますが、このような表現
をする私はすでに時代遅れのようです。今
や「伴侶動物」と呼ばれ人間同様高齢化す
る体の健康管理を行い、病気になれば24時
間診療や高度医療を受けることができると

のことです。講演を通して北里大学が単な
る医療系大学ではなく生命科学の総合大学
と銘打って学生に学びを提供してくださっ
ていることを改めて感じました。
　次は全体会でした。ホームページやパン
フレットで広報されていますがやはりお話
を聞くと理解が進みます。日本各地にある
北里関連の教育機関、北里柴三郎先生の新
札発行、建築中の学部棟や図書館の構想、
学生の就職状況、研究所の経営状況や新型
コロナ感染状況に至るまで細やかなお話を
拝聴できました。PPA関係では、7000人を
超える会員数が納めた会費の一部はコロナ
禍で急変した学生への手助けになっている
ことなど、学びの向上支援を行っている説
明がありました。
　最後の各学部説明会では、私は医療衛生
学部の部屋に入りました。学部長の市川
尊文先生からは学生生活情報に加え、学び
のキャッチフレーズである「なりたい、を
超えていく」への思いもお話しされまし
た。他に国家試験や就職状況の情報提供が
多くありましたので、私はあえて大学院進
学に関する質問をさせていただきました。
具体的な情報をお聞きできたことは少人数
ならではのことでとても良い時間でした。
　おわりに、この原稿のお引き受けを躊躇
しましたが「7000人の会員の代表ですよ。
お子さんへの記念にもなると思いますよ。」
とPPA事務局の方から背中を押されまし
た。今後のPPA運営につきましては、コロ
ナ禍によって子どもさんや大学に直接関わ
ることができなかった時間を取り戻すよう
な記念となる事業を私達に届けてください
ますようよろしくお願いいたします。この
度は開催にご尽力をいただき本当にありが
とうございました。

医療衛生学部 
保健衛生学科 ２年
島根県在住

大羽 康子

地区懇談会（広島市）に出席して



6

　昨年10月、2022年度第２回北里大学PPA
地区懇談会「近畿・中国・四国・九州および
東海４県」に参加させて頂きました。
　私は諸事情（笑）により「懇談会」なるも
のが苦手で、ご案内頂いても参加は全く考
えておりませんでした。しかし、妻から地
元広島市にて開催ということ、ましてや自
宅の近所のホテルだと聞き６年間のうち１
度くらいは…と、多少の躊躇はございまし
たが夫婦で参加を決めました。
　これが吉と出たのか凶と出たのか…会場
に入り着席するなりPPA会報に掲載する原
稿執筆の依頼が…担当の方の満面の笑み（マ
スクを着用されているので実際はわかりませ
んがそう信じたい）と共に資料を渡され…励
ましのお言葉にお断りする術もなくあれやこ
れやという間に写真まで撮って頂き…原稿
執筆を快諾した形となってしまいました。
　講演会は北里大学獣医学部長の岡野昇三
先生による「家族の一員である犬・猫の健康
を考える」と題したお話しを拝聴しました。
　我が家にもチワワ♀がおりますので、愛
犬家の一人としては本当に興味深いお話で
した。頂いたレジメも可愛らしくわかりや
すいものでしたので楽しく伺うことができ
ました。
　昨今、子ども人口より犬猫の登録数の方
が上回っている現実や、それに伴う犬猫の
高齢化問題、生活習慣病、介護など可愛い
だけでは済まされない問題です。

　身近な動物である犬猫はペットではなく
家族の一員であるという認識になっており
ますが、ヒトではないということをいつも
頭の片隅に置いて、「いのち」と向き合う
という覚悟を持ち、より長く快適に同じ時
間を過ごしていきたいと感じました。ま
た、言葉を持たない動物たちに寄り添う獣
医師の先生方には敬意を表したい気持ちで
いっぱいになりました。
　全体懇談会では北里大学PPA会長のご挨
拶の後、北里研究所小林弘祐理事長、島袋
香子学長のご挨拶と大学生活の近況報告を
お話し頂きました。
　その際に学祖北里柴三郎博士の肖像の新
紙幣千円券が印刷済みで、後はカットするだ
けとのプチ情報も頂きました。楽しみです。
　学部説明会では、医師国家試験合格率や
合格までのプロセスなど１年生から６年生
までのカリキュラムをわかりやすくご説明
頂き大変参考になりました。
　また、医学生の共用試験（CBT・OSCE）
が2023年度から公的化されるお話など、聞
けば聞くほど今の医学部生は長く厳しい状
況に置かれていることがわかり不安な気持
ちでいっぱいになりましたが、医学部長の
浅利　靖先生から「教職員が全力でサポー
トしますから」という熱いお言葉に心が落
ち着きました。
　このご時世なので残念ながら今回レセプ
ションはありませんでしたが、普段、娘か
ら大学生活において「先生と学生の距離が
近い」という話しを聞くことが多く、懇談
会もアットホームな雰囲気が印象でした。
まだ参加されていない方々はぜひ一度ご参
加されてみてはいかがでしょうか。
　最後になりましたが、この大変な時期の
中で今回の地区懇談会開催にあたりご尽力
頂きましたPPA役員並びに関係者の皆様に
心より感謝申し上げます。

医学部　
医学科 ２年
広島県在住

前 卓志

地区懇談会（広島市）に出席して

7

　広島市で開催されましたPPA地区懇談会
へ参加いたしました。
　コロナ禍において対面での地区懇談会は
久々だったかと思います。
　盛会に開催されましたことにお喜び申し
上げます。
　私の子どもはコロナ禍真っ只中に学生生
活が始まりました。受験、入学式中止、
引っ越しも出向いてやれず、親としてはど
のような環境で大学生活を送っているのか
を知る機会が少なかったです。そのような
折に隣県広島での開催であり興味をもって
出かけました。日本各地の往来に制限がな
くなり、大学以西の各地からの来場があっ
たそうです。会場は広島駅直結のため遠方
の方はとても来場しやすかったと思います
し、広間は感染症対策のため幅広く着席で
きて安心感がありました。そして何より
も、北里研究所理事長先生、北里大学学長
先生、各学部長先生をはじめ、PPA関係の
方々が地方に住む保護者のために足を運
ばれましたことが大変素晴らしいと思いま
した。
　さて、一日の様子です。まず講演会テー
マはなんと‼犬猫でした。我が家は「オス
の犬を飼って」いますが、このような表現
をする私はすでに時代遅れのようです。今
や「伴侶動物」と呼ばれ人間同様高齢化す
る体の健康管理を行い、病気になれば24時
間診療や高度医療を受けることができると

のことです。講演を通して北里大学が単な
る医療系大学ではなく生命科学の総合大学
と銘打って学生に学びを提供してくださっ
ていることを改めて感じました。
　次は全体会でした。ホームページやパン
フレットで広報されていますがやはりお話
を聞くと理解が進みます。日本各地にある
北里関連の教育機関、北里柴三郎先生の新
札発行、建築中の学部棟や図書館の構想、
学生の就職状況、研究所の経営状況や新型
コロナ感染状況に至るまで細やかなお話を
拝聴できました。PPA関係では、7000人を
超える会員数が納めた会費の一部はコロナ
禍で急変した学生への手助けになっている
ことなど、学びの向上支援を行っている説
明がありました。
　最後の各学部説明会では、私は医療衛生
学部の部屋に入りました。学部長の市川
尊文先生からは学生生活情報に加え、学び
のキャッチフレーズである「なりたい、を
超えていく」への思いもお話しされまし
た。他に国家試験や就職状況の情報提供が
多くありましたので、私はあえて大学院進
学に関する質問をさせていただきました。
具体的な情報をお聞きできたことは少人数
ならではのことでとても良い時間でした。
　おわりに、この原稿のお引き受けを躊躇
しましたが「7000人の会員の代表ですよ。
お子さんへの記念にもなると思いますよ。」
とPPA事務局の方から背中を押されまし
た。今後のPPA運営につきましては、コロ
ナ禍によって子どもさんや大学に直接関わ
ることができなかった時間を取り戻すよう
な記念となる事業を私達に届けてください
ますようよろしくお願いいたします。この
度は開催にご尽力をいただき本当にありが
とうございました。

医療衛生学部 
保健衛生学科 ２年
島根県在住

大羽 康子

地区懇談会（広島市）に出席して



8 9

　昨年10月15日（土）広島市にて、３年ぶりに、北里大学PPA地区懇談会を無事に行うことができました。
ご出席くださった皆様ありがとうございました。当日の様子をご報告します。

　来年度の地区懇談会は、７月に新潟市、10月に盛岡市で行う予定です。今後も新型コロナウイルスの
感染状況に注意をはらい、ご出席くださる皆様の安全を第一に考え、開催できるよう努めてまいります。

　学部ごとに分かれ、学部長挨拶・修学状況・学生生活などについて具体的なお話しがありました。学部に
よっては映像での説明や資料の配付があり、先生に直接質問されている方の姿もたくさん見受けられました。

広島市開催 対象地区：近畿・中国・四国・九州地区および東海〈４県〉
第２回 北里大学ＰＰＡ地区懇談会（№97）報告

2022年度

12:30～ 講演会

12:00～ 動画上映

12:00～ 受付スタート

和佐原PPA会長より
PPAの組織や役割についてお話がありました。

島袋学長より
北里大学学事関係についてのご報告等が
ありました。

就職センター新藤事務長より
就職状況や就職支援体制についての説明が
ありました。

小林理事長より
学校法人全体についてご報告等がありました。

13:30～ 全体懇談会

14:30～ 各学部説明会

テーマ：「家族の一員である犬・猫の健康を考える」
演   者 ：獣医学部 岡野 昇三 学部長
メモを取りながら聞き入っておられる方も
いらっしゃいました。

秋に行われた球技大会や、感染防止対策を講じた
校舎内の様子を上映しました。

遠くは静岡県・福岡県・
鹿児島県からもご参加
いただきました。

※講演会の内容は
P11～17に
掲載しています。

秋晴れのもとホテル
グランヴィア広島で

開催されました。
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。

この要因は、予防獣医学（ワクチン接種、フィラ
リア予防薬）の発達、栄養管理、生活環境の変化
などによります。犬猫の平均寿命が長くなり、
それに伴い犬猫の高齢化に伴う問題がクローズ
アップされるようになってきています。30年ほ
ど前の高齢犬の代表的な疾患としてはフィラリ
ア症がよくしられていました。しかし、皆さん
ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
分になります。その結果、左心室から左心房に
血液が逆流することで心臓に負荷をかけ心不全
に進行します。この疾患は、キャバリア・キング
チャールズ・スパニエルおよびマルチーズ、トイ
プードルなど高齢の小型犬に多く認められる代
表的な病気の一つです。症状としては、運動不
耐性、肺水腫、発咳を認めます。人においては
弁置換術などが実施されますが、獣医学領域で
はごく一部でしか実施されていません。そのた
め、治療としては利尿剤、血管拡張薬、強心剤
などの対処療法が主となります（図10,11）。

７）認知症
　認知症に関する問題は人医学においても様々
な角度から検討されていますが、獣医学領域で
も大きな問題の一つになりつつあります。それ

は、認知症の動物（特に犬）が人の認知症と類似
の症状を示し、異常な鳴き声を上げることで飼
い主さんが隣人に気を使ったり、夜中に徘徊し
て飼い主が寝不足になったりと精神的・肉体的負
担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
素材でサークルを作り、サークルの壁に沿って
歩かせ続けると疲れて眠ってしまうことなどを
応用して対応することができます。

　高齢動物に発症が多い疾患のうちで予防でき
るものがいくつかあります。例えば、生殖器系
の疾患である子宮蓄膿症や前立腺炎などは、繁
殖させる希望がなければ避妊・去勢することで予
防できます。また、高齢動物は免疫力が低下し
ているので、伝染病予防にワクチン接種が有効
であります。さらに、食餌を管理することによ
り、腎不全、心不全、糖尿病（肥満防止）の予防
に有効です。また、動物には歯磨きの習慣がな
いために高齢な動物では歯石が多量に付着しま
すので歯石除去または歯磨きを行うことで歯周
病を予防することができます。
　疾病予防には、１年に１回程度の定期検診が
必要です。犬猫にとっての１年は、人の４年に

相当するといわれています。一般的に人では１
年に１回定期健康診断を受診し、健康異常の早
期発見に努力していることを考慮すると、４年
に１回に相当する定期健康診断の必要性は十分
に理解していただけると思います。また、動物
の異常を早期に発見できるばかりか、人と同様
に犬猫でも検査結果に個体差があるために、健
康時の検査結果を知っておくことは治療を実施
する際に非常に重要な情報となります。

　ここまで人と犬猫とは高齢化やそれに伴う疾
患など多くの共通点があることをお話ししまし
た。それでは、人と犬猫は同じなのでしょうか？
　例えば、アセトアミノフェンを例に挙げてみ
ます。猫においては、くしゃみ・目脂・鼻汁など
人の風邪に類似した症状を示すことがあります。
この時に日頃から服用している感冒薬を投与し
たらどうなるでしょうか？　
　一般大衆薬の解熱鎮痛剤と広く服用されてい
るアセトアミノフェンは、感冒薬の70%以上の製
品に含まれています。製品によっては１錠中の
含有量が300mg以上の薬剤もあります。猫の中
毒量は、体重当たり50mgと報告されていますの
で、一般的な猫の体重３～４kgの個体に１錠を
服用しただけでもアセトアミノフェン中毒を起
こし、死に至る場合があります。自分が使用し
ている薬なので安全だと勘違いをしてしまう可
能性がありますので、人と犬猫との違いを理解
しておく必要があります。

　ここで一つクイズを出題します。図13に記載
されている５つの食べ物は、人にとっては日常
よく口にするものです。それでは、犬が食べて
はいけないものはどれでしょうか？

①タマネギ
タマネギ、ニンニクに含まれるスルホキシド化
合物が赤血球を酸化することで、血管内溶血に
より貧血になります。その結果、元気消失、頻
拍、傾眠、呼吸促迫などいわゆるタマネギ中毒
を発症します。そのため、犬にタマネギを食べ
させてはいけません。

②チョコレート
　チョコレートには、テオブロミンが含まれて
おり、中枢神経への刺激作用や強心作用を有し
ており、不安、興奮、痙攣、不整脈、嘔吐、多
尿などを示します。チョコレート中毒の報告が
多いのは、2月（バレンタインデーのため）であ
り、１年中で最も家庭内にチョコレートがある
ために犬が食べてしまう可能性が高いためです。
そのため、犬が食べることが出来ない場所に保
管するように心がけてください。

③ブドウ（レーズン）
　ブドウ（レーズン）による毒性の機序は明らか
にさせていません。しかし、少量でも犬に対し
て毒性があり、摂取後24時間以内に嘔吐、食欲
不振、傾眠などの症状が認められ、48時間以内
に急性腎不全を発症します。小型犬では一粒で
も体重当たりに換算すると影響が大きくなりま
すので特に注意が必要です。

④桃
　桃による中毒はありません。しかし、種ごと
食べることで種による腸閉塞が発症することが

あります。そのため、種など消化出来ないもの
は与えないように注意をしてください。桃以外
にもトウモロコシの芯による腸閉塞などがBBQ
をする夏場に多く認められるため、ゴミの管理
などにも注意をしてください。おいしい香りに
引きつけられてしまいます。

⑤キシリトール
　虫歯予防のためにキシリトールを含む菓子類
が市販されています。犬が多量にキシリトール
を摂取した場合には、低血糖による沈鬱、ふら
つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。

家族の一員である犬・猫の健康を考える
北里大学獣医学部長

岡野 昇三

1 犬猫を取り巻く環境の変化

2 犬猫の高齢化

3 高齢化に伴う病気

　この度は、北里大学PPA地区懇談会において講演する機会を頂き、和佐原会長をはじめ関係者の皆様
に深く感謝申し上げます。
　さて、本日の講演は「家族の一員である犬猫の健康を考える」と題しまして犬猫を取り巻く環境の変
化、高齢化に伴い遭遇する機会の多い病気、そして人と犬猫との違いについてお話しをさせて頂き、犬
猫の健康を考える一助となれば幸いです。

図１

図２

図３

図５

図４
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。

この要因は、予防獣医学（ワクチン接種、フィラ
リア予防薬）の発達、栄養管理、生活環境の変化
などによります。犬猫の平均寿命が長くなり、
それに伴い犬猫の高齢化に伴う問題がクローズ
アップされるようになってきています。30年ほ
ど前の高齢犬の代表的な疾患としてはフィラリ
ア症がよくしられていました。しかし、皆さん
ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
分になります。その結果、左心室から左心房に
血液が逆流することで心臓に負荷をかけ心不全
に進行します。この疾患は、キャバリア・キング
チャールズ・スパニエルおよびマルチーズ、トイ
プードルなど高齢の小型犬に多く認められる代
表的な病気の一つです。症状としては、運動不
耐性、肺水腫、発咳を認めます。人においては
弁置換術などが実施されますが、獣医学領域で
はごく一部でしか実施されていません。そのた
め、治療としては利尿剤、血管拡張薬、強心剤
などの対処療法が主となります（図10,11）。

７）認知症
　認知症に関する問題は人医学においても様々
な角度から検討されていますが、獣医学領域で
も大きな問題の一つになりつつあります。それ

は、認知症の動物（特に犬）が人の認知症と類似
の症状を示し、異常な鳴き声を上げることで飼
い主さんが隣人に気を使ったり、夜中に徘徊し
て飼い主が寝不足になったりと精神的・肉体的負
担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
素材でサークルを作り、サークルの壁に沿って
歩かせ続けると疲れて眠ってしまうことなどを
応用して対応することができます。

　高齢動物に発症が多い疾患のうちで予防でき
るものがいくつかあります。例えば、生殖器系
の疾患である子宮蓄膿症や前立腺炎などは、繁
殖させる希望がなければ避妊・去勢することで予
防できます。また、高齢動物は免疫力が低下し
ているので、伝染病予防にワクチン接種が有効
であります。さらに、食餌を管理することによ
り、腎不全、心不全、糖尿病（肥満防止）の予防
に有効です。また、動物には歯磨きの習慣がな
いために高齢な動物では歯石が多量に付着しま
すので歯石除去または歯磨きを行うことで歯周
病を予防することができます。
　疾病予防には、１年に１回程度の定期検診が
必要です。犬猫にとっての１年は、人の４年に

相当するといわれています。一般的に人では１
年に１回定期健康診断を受診し、健康異常の早
期発見に努力していることを考慮すると、４年
に１回に相当する定期健康診断の必要性は十分
に理解していただけると思います。また、動物
の異常を早期に発見できるばかりか、人と同様
に犬猫でも検査結果に個体差があるために、健
康時の検査結果を知っておくことは治療を実施
する際に非常に重要な情報となります。

　ここまで人と犬猫とは高齢化やそれに伴う疾
患など多くの共通点があることをお話ししまし
た。それでは、人と犬猫は同じなのでしょうか？
　例えば、アセトアミノフェンを例に挙げてみ
ます。猫においては、くしゃみ・目脂・鼻汁など
人の風邪に類似した症状を示すことがあります。
この時に日頃から服用している感冒薬を投与し
たらどうなるでしょうか？　
　一般大衆薬の解熱鎮痛剤と広く服用されてい
るアセトアミノフェンは、感冒薬の70%以上の製
品に含まれています。製品によっては１錠中の
含有量が300mg以上の薬剤もあります。猫の中
毒量は、体重当たり50mgと報告されていますの
で、一般的な猫の体重３～４kgの個体に１錠を
服用しただけでもアセトアミノフェン中毒を起
こし、死に至る場合があります。自分が使用し
ている薬なので安全だと勘違いをしてしまう可
能性がありますので、人と犬猫との違いを理解
しておく必要があります。

　ここで一つクイズを出題します。図13に記載
されている５つの食べ物は、人にとっては日常
よく口にするものです。それでは、犬が食べて
はいけないものはどれでしょうか？

①タマネギ
タマネギ、ニンニクに含まれるスルホキシド化
合物が赤血球を酸化することで、血管内溶血に
より貧血になります。その結果、元気消失、頻
拍、傾眠、呼吸促迫などいわゆるタマネギ中毒
を発症します。そのため、犬にタマネギを食べ
させてはいけません。

②チョコレート
　チョコレートには、テオブロミンが含まれて
おり、中枢神経への刺激作用や強心作用を有し
ており、不安、興奮、痙攣、不整脈、嘔吐、多
尿などを示します。チョコレート中毒の報告が
多いのは、2月（バレンタインデーのため）であ
り、１年中で最も家庭内にチョコレートがある
ために犬が食べてしまう可能性が高いためです。
そのため、犬が食べることが出来ない場所に保
管するように心がけてください。

③ブドウ（レーズン）
　ブドウ（レーズン）による毒性の機序は明らか
にさせていません。しかし、少量でも犬に対し
て毒性があり、摂取後24時間以内に嘔吐、食欲
不振、傾眠などの症状が認められ、48時間以内
に急性腎不全を発症します。小型犬では一粒で
も体重当たりに換算すると影響が大きくなりま
すので特に注意が必要です。

④桃
　桃による中毒はありません。しかし、種ごと
食べることで種による腸閉塞が発症することが

あります。そのため、種など消化出来ないもの
は与えないように注意をしてください。桃以外
にもトウモロコシの芯による腸閉塞などがBBQ
をする夏場に多く認められるため、ゴミの管理
などにも注意をしてください。おいしい香りに
引きつけられてしまいます。

⑤キシリトール
　虫歯予防のためにキシリトールを含む菓子類
が市販されています。犬が多量にキシリトール
を摂取した場合には、低血糖による沈鬱、ふら
つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。

家族の一員である犬・猫の健康を考える
北里大学獣医学部長

岡野 昇三

1 犬猫を取り巻く環境の変化

2 犬猫の高齢化

3 高齢化に伴う病気

　この度は、北里大学PPA地区懇談会において講演する機会を頂き、和佐原会長をはじめ関係者の皆様
に深く感謝申し上げます。
　さて、本日の講演は「家族の一員である犬猫の健康を考える」と題しまして犬猫を取り巻く環境の変
化、高齢化に伴い遭遇する機会の多い病気、そして人と犬猫との違いについてお話しをさせて頂き、犬
猫の健康を考える一助となれば幸いです。

図１

図２

図３

図５

図４
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。

この要因は、予防獣医学（ワクチン接種、フィラ
リア予防薬）の発達、栄養管理、生活環境の変化
などによります。犬猫の平均寿命が長くなり、
それに伴い犬猫の高齢化に伴う問題がクローズ
アップされるようになってきています。30年ほ
ど前の高齢犬の代表的な疾患としてはフィラリ
ア症がよくしられていました。しかし、皆さん
ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
分になります。その結果、左心室から左心房に
血液が逆流することで心臓に負荷をかけ心不全
に進行します。この疾患は、キャバリア・キング
チャールズ・スパニエルおよびマルチーズ、トイ
プードルなど高齢の小型犬に多く認められる代
表的な病気の一つです。症状としては、運動不
耐性、肺水腫、発咳を認めます。人においては
弁置換術などが実施されますが、獣医学領域で
はごく一部でしか実施されていません。そのた
め、治療としては利尿剤、血管拡張薬、強心剤
などの対処療法が主となります（図10,11）。

７）認知症
　認知症に関する問題は人医学においても様々
な角度から検討されていますが、獣医学領域で
も大きな問題の一つになりつつあります。それ

は、認知症の動物（特に犬）が人の認知症と類似
の症状を示し、異常な鳴き声を上げることで飼
い主さんが隣人に気を使ったり、夜中に徘徊し
て飼い主が寝不足になったりと精神的・肉体的負
担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
素材でサークルを作り、サークルの壁に沿って
歩かせ続けると疲れて眠ってしまうことなどを
応用して対応することができます。

　高齢動物に発症が多い疾患のうちで予防でき
るものがいくつかあります。例えば、生殖器系
の疾患である子宮蓄膿症や前立腺炎などは、繁
殖させる希望がなければ避妊・去勢することで予
防できます。また、高齢動物は免疫力が低下し
ているので、伝染病予防にワクチン接種が有効
であります。さらに、食餌を管理することによ
り、腎不全、心不全、糖尿病（肥満防止）の予防
に有効です。また、動物には歯磨きの習慣がな
いために高齢な動物では歯石が多量に付着しま
すので歯石除去または歯磨きを行うことで歯周
病を予防することができます。
　疾病予防には、１年に１回程度の定期検診が
必要です。犬猫にとっての１年は、人の４年に

相当するといわれています。一般的に人では１
年に１回定期健康診断を受診し、健康異常の早
期発見に努力していることを考慮すると、４年
に１回に相当する定期健康診断の必要性は十分
に理解していただけると思います。また、動物
の異常を早期に発見できるばかりか、人と同様
に犬猫でも検査結果に個体差があるために、健
康時の検査結果を知っておくことは治療を実施
する際に非常に重要な情報となります。

　ここまで人と犬猫とは高齢化やそれに伴う疾
患など多くの共通点があることをお話ししまし
た。それでは、人と犬猫は同じなのでしょうか？
　例えば、アセトアミノフェンを例に挙げてみ
ます。猫においては、くしゃみ・目脂・鼻汁など
人の風邪に類似した症状を示すことがあります。
この時に日頃から服用している感冒薬を投与し
たらどうなるでしょうか？　
　一般大衆薬の解熱鎮痛剤と広く服用されてい
るアセトアミノフェンは、感冒薬の70%以上の製
品に含まれています。製品によっては１錠中の
含有量が300mg以上の薬剤もあります。猫の中
毒量は、体重当たり50mgと報告されていますの
で、一般的な猫の体重３～４kgの個体に１錠を
服用しただけでもアセトアミノフェン中毒を起
こし、死に至る場合があります。自分が使用し
ている薬なので安全だと勘違いをしてしまう可
能性がありますので、人と犬猫との違いを理解
しておく必要があります。

　ここで一つクイズを出題します。図13に記載
されている５つの食べ物は、人にとっては日常
よく口にするものです。それでは、犬が食べて
はいけないものはどれでしょうか？

①タマネギ
タマネギ、ニンニクに含まれるスルホキシド化
合物が赤血球を酸化することで、血管内溶血に
より貧血になります。その結果、元気消失、頻
拍、傾眠、呼吸促迫などいわゆるタマネギ中毒
を発症します。そのため、犬にタマネギを食べ
させてはいけません。

②チョコレート
　チョコレートには、テオブロミンが含まれて
おり、中枢神経への刺激作用や強心作用を有し
ており、不安、興奮、痙攣、不整脈、嘔吐、多
尿などを示します。チョコレート中毒の報告が
多いのは、2月（バレンタインデーのため）であ
り、１年中で最も家庭内にチョコレートがある
ために犬が食べてしまう可能性が高いためです。
そのため、犬が食べることが出来ない場所に保
管するように心がけてください。

③ブドウ（レーズン）
　ブドウ（レーズン）による毒性の機序は明らか
にさせていません。しかし、少量でも犬に対し
て毒性があり、摂取後24時間以内に嘔吐、食欲
不振、傾眠などの症状が認められ、48時間以内
に急性腎不全を発症します。小型犬では一粒で
も体重当たりに換算すると影響が大きくなりま
すので特に注意が必要です。

④桃
　桃による中毒はありません。しかし、種ごと
食べることで種による腸閉塞が発症することが

あります。そのため、種など消化出来ないもの
は与えないように注意をしてください。桃以外
にもトウモロコシの芯による腸閉塞などがBBQ
をする夏場に多く認められるため、ゴミの管理
などにも注意をしてください。おいしい香りに
引きつけられてしまいます。

⑤キシリトール
　虫歯予防のためにキシリトールを含む菓子類
が市販されています。犬が多量にキシリトール
を摂取した場合には、低血糖による沈鬱、ふら
つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。

図６ 図７

図８

図９

図10

図11
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。

この要因は、予防獣医学（ワクチン接種、フィラ
リア予防薬）の発達、栄養管理、生活環境の変化
などによります。犬猫の平均寿命が長くなり、
それに伴い犬猫の高齢化に伴う問題がクローズ
アップされるようになってきています。30年ほ
ど前の高齢犬の代表的な疾患としてはフィラリ
ア症がよくしられていました。しかし、皆さん
ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
分になります。その結果、左心室から左心房に
血液が逆流することで心臓に負荷をかけ心不全
に進行します。この疾患は、キャバリア・キング
チャールズ・スパニエルおよびマルチーズ、トイ
プードルなど高齢の小型犬に多く認められる代
表的な病気の一つです。症状としては、運動不
耐性、肺水腫、発咳を認めます。人においては
弁置換術などが実施されますが、獣医学領域で
はごく一部でしか実施されていません。そのた
め、治療としては利尿剤、血管拡張薬、強心剤
などの対処療法が主となります（図10,11）。

７）認知症
　認知症に関する問題は人医学においても様々
な角度から検討されていますが、獣医学領域で
も大きな問題の一つになりつつあります。それ

は、認知症の動物（特に犬）が人の認知症と類似
の症状を示し、異常な鳴き声を上げることで飼
い主さんが隣人に気を使ったり、夜中に徘徊し
て飼い主が寝不足になったりと精神的・肉体的負
担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
素材でサークルを作り、サークルの壁に沿って
歩かせ続けると疲れて眠ってしまうことなどを
応用して対応することができます。

　高齢動物に発症が多い疾患のうちで予防でき
るものがいくつかあります。例えば、生殖器系
の疾患である子宮蓄膿症や前立腺炎などは、繁
殖させる希望がなければ避妊・去勢することで予
防できます。また、高齢動物は免疫力が低下し
ているので、伝染病予防にワクチン接種が有効
であります。さらに、食餌を管理することによ
り、腎不全、心不全、糖尿病（肥満防止）の予防
に有効です。また、動物には歯磨きの習慣がな
いために高齢な動物では歯石が多量に付着しま
すので歯石除去または歯磨きを行うことで歯周
病を予防することができます。
　疾病予防には、１年に１回程度の定期検診が
必要です。犬猫にとっての１年は、人の４年に

相当するといわれています。一般的に人では１
年に１回定期健康診断を受診し、健康異常の早
期発見に努力していることを考慮すると、４年
に１回に相当する定期健康診断の必要性は十分
に理解していただけると思います。また、動物
の異常を早期に発見できるばかりか、人と同様
に犬猫でも検査結果に個体差があるために、健
康時の検査結果を知っておくことは治療を実施
する際に非常に重要な情報となります。

　ここまで人と犬猫とは高齢化やそれに伴う疾
患など多くの共通点があることをお話ししまし
た。それでは、人と犬猫は同じなのでしょうか？
　例えば、アセトアミノフェンを例に挙げてみ
ます。猫においては、くしゃみ・目脂・鼻汁など
人の風邪に類似した症状を示すことがあります。
この時に日頃から服用している感冒薬を投与し
たらどうなるでしょうか？　
　一般大衆薬の解熱鎮痛剤と広く服用されてい
るアセトアミノフェンは、感冒薬の70%以上の製
品に含まれています。製品によっては１錠中の
含有量が300mg以上の薬剤もあります。猫の中
毒量は、体重当たり50mgと報告されていますの
で、一般的な猫の体重３～４kgの個体に１錠を
服用しただけでもアセトアミノフェン中毒を起
こし、死に至る場合があります。自分が使用し
ている薬なので安全だと勘違いをしてしまう可
能性がありますので、人と犬猫との違いを理解
しておく必要があります。

　ここで一つクイズを出題します。図13に記載
されている５つの食べ物は、人にとっては日常
よく口にするものです。それでは、犬が食べて
はいけないものはどれでしょうか？

①タマネギ
タマネギ、ニンニクに含まれるスルホキシド化
合物が赤血球を酸化することで、血管内溶血に
より貧血になります。その結果、元気消失、頻
拍、傾眠、呼吸促迫などいわゆるタマネギ中毒
を発症します。そのため、犬にタマネギを食べ
させてはいけません。

②チョコレート
　チョコレートには、テオブロミンが含まれて
おり、中枢神経への刺激作用や強心作用を有し
ており、不安、興奮、痙攣、不整脈、嘔吐、多
尿などを示します。チョコレート中毒の報告が
多いのは、2月（バレンタインデーのため）であ
り、１年中で最も家庭内にチョコレートがある
ために犬が食べてしまう可能性が高いためです。
そのため、犬が食べることが出来ない場所に保
管するように心がけてください。

③ブドウ（レーズン）
　ブドウ（レーズン）による毒性の機序は明らか
にさせていません。しかし、少量でも犬に対し
て毒性があり、摂取後24時間以内に嘔吐、食欲
不振、傾眠などの症状が認められ、48時間以内
に急性腎不全を発症します。小型犬では一粒で
も体重当たりに換算すると影響が大きくなりま
すので特に注意が必要です。

④桃
　桃による中毒はありません。しかし、種ごと
食べることで種による腸閉塞が発症することが

あります。そのため、種など消化出来ないもの
は与えないように注意をしてください。桃以外
にもトウモロコシの芯による腸閉塞などがBBQ
をする夏場に多く認められるため、ゴミの管理
などにも注意をしてください。おいしい香りに
引きつけられてしまいます。

⑤キシリトール
　虫歯予防のためにキシリトールを含む菓子類
が市販されています。犬が多量にキシリトール
を摂取した場合には、低血糖による沈鬱、ふら
つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。

図６ 図７

図８

図９

図10

図11
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。
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ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
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はごく一部でしか実施されていません。そのた
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担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
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つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。

4 疾病の予防

5 人と犬猫は同じ？

図12

図13
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　近年、犬猫を取り巻く環境は大きく変化して
きています。以前では、番犬・野良猫という存在
から愛玩動物（ペット）、伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）へと家族の一員であるという考えが
広がっています（図１）。また、飼育されている
犬猫は約1,850万頭であり、猫の飼育頭数が増え
ています。一方、15歳未満の子供は約1,550万人
であり、犬猫の飼育頭数の方が子供の数を大き
く上回っています（図２）。そのため、子供さん
に替わって犬猫を家族の一員であると考え、人
と同じように健康への意識が高まり、当然では
ありますが人と同様の高度医療や24時間体制の
救急医療が求められています。
　この様な意識の高まりを反映し、大学の動物
病院の名称も時代と共に変更され、以前は「家畜
病院」でありましたが「動物病院」となり、現在
では犬猫を担当する部署は「小動物診療センター」
と名称変更しています。さらに、飼い主さんへ
お話しする際に「犬」「猫」を表現する場合は「わ
んちゃん」「ねこちゃん」と呼ぶのが一般的であ
ります。また、特に大都市部では「雄」「雌」と
いう表現も使用されなくなっており「男の子」
「女の子」と呼ばれることが多くなり、犬猫に対
する意識も大きく変化しています。

　犬猫においても人と同様に高齢化が進んでい
ます。犬の平均寿命が14.7歳、猫が15.7歳であり、
この10年で犬が0.78歳、猫が1.30歳伸びています。

人の65歳以上の人口が29.1％であるのと同様に
高齢な犬猫が30%程度を占めています（図３）。

この要因は、予防獣医学（ワクチン接種、フィラ
リア予防薬）の発達、栄養管理、生活環境の変化
などによります。犬猫の平均寿命が長くなり、
それに伴い犬猫の高齢化に伴う問題がクローズ
アップされるようになってきています。30年ほ
ど前の高齢犬の代表的な疾患としてはフィラリ
ア症がよくしられていました。しかし、皆さん
ご存じのノーベル生理学医学賞を受賞した大村
智博士が発見されたイベルメクチンがフィラリア
症予防薬として広く使用されることで現在では

ほとんど診ることがなくなりました（図４）。ま
た、バランスの取れた食事（フード）を生涯を通
じて摂取することは、犬猫を健康に長生きさせ
るために大切です。基本的にはペットフードの

みの給与が望ましいです（少量のおやつやごほう
びは可）。また、犬の塩分必要量は１日0.3gであ
り、日本人の塩分摂取量が１日10gであることを
考えると、人の食べ物を犬に与えることは塩分
過多になる可能性があるので注意が必要です。
さらに、犬猫の屋内飼育（犬84%、猫74％）が多
くなり、夏でも冬でも快適な温度環境で生活が
でき、交通事故や感染症に罹患するリスクが軽
減したことなどが寿命を延ばす要因となってい
ます。

　幼若期には、寄生虫などによる下痢や嘔吐が
多く認められますが、加齢（老化）とともに発症
する疾病に変化が認められます。腫瘍（特に乳腺
腫瘍）、神経・運動系疾患（椎間板ヘルニアな
ど）、内分泌疾患（糖尿病、肥満など）、眼科疾患
（白内障など）、歯周病（歯石、口内炎など）、泌
尿器・生殖器系疾患（腎不全、前立腺炎、子宮蓄
膿症など）、循環器系疾患（僧帽弁閉鎖不全症な
ど）、認知症などがあります（図５）。その代表的
な病気を簡単にご説明いたします。

1）腫瘍
腫瘍は、人と同様に高齢になるほど発生頻度が
高くなる疾患です。腫瘍の種類はほぼ人と同様
であると考えられていますが、発生（来院）頻度
は乳腺腫瘍（高齢の雌犬）が圧倒的に多いです。
その大きな要因は、発生部位が体表にあるため
に発見しやすいことが考えられます。犬では、

乳腺腫瘍が全腫瘍中２番目に多い腫瘍です（雌で
は１番）。また、犬では良性と悪性が１:１であり
ますが、猫では約90%が悪性であります。早期発
見した症例は外科的手術でほぼ完治します。し
かし、発見・治療が遅れてしまい肺へ転移してし
まった症例は予後不良となることが多いです。
犬においては、乳腺腫瘍と避妊手術との関係性
が報告されており、最初の発情前に避妊手術を
実施すると発症リスクが減少します。数回の発
情後に避妊手術を実施した場合は、発症リスク
を軽減させる効果はありません（図６）。

２）椎間板ヘルニア
　椎間板ヘルニアは、犬で最も多い脊髄疾患で
あり、特にダックスフンドやビーグルに発症が
多く認められます。椎間板ヘルニアは、頸椎や
腰椎間のクッションである椎間板が飛び出し神
経を圧迫することにより誘発され、人と同様に
四肢のしびれや麻痺による運動障害を呈します。
診断には、神経学的検査、脊髄造影検査、CT・
MRI検査が用いられます。治療としては、安静、
脊髄浮腫の軽減、脊髄の減圧手術が実施されます。

３）肥満
　肥満は、理想体重の15％を超える状態であり、
関節や椎間板の異常、呼吸障害、糖尿病、高脂
血症、脂肪肝、手術や麻酔のリスクが増加しま
す。肥満の指標であるボディコンディションス
コアは、肥満の程度を視診（体型）と触診（皮下
脂肪量）により判断されます。肥満の改善は、人
と同様に摂取カロリーの制限、運動です（図７）。

犬猫は、自分自身でカロリーを制限することは
できませんので、飼い主さんが与える食事でコ
ントロールするしかありません。飼い主さんに
よっては、かわいそう、ねだられるので与えて
しまう、コミュニケーションの手段の一つなど
の理由で食事制限ができない場合があります。
しかし、犬猫の健康を考えれば、こころを鬼に
して健康管理をする必要があります。

４）白内障
　白内障は、犬において遺伝性、外傷性、代謝
性、炎症性、老齢性など水晶体および水晶体嚢
が混濁する疾患であり、飼い主さんが変化に気
がつきやすいので来院数が増加しています。猫では
ほとんど診ることがありません。高度治療は、水晶体
超音波乳化吸引術、眼内レンズ装着など人と同様の

治療が行われます。図８は、白内障手術（水晶体超
音波乳化吸引術、眼内レンズ装着）を実施した犬の
手術前後の写真です。犬猫の視力を正確に測定す
ることはできません。そのため、手術前後でどれだけ
改善したかを確認できませんが、行動が活発になる
など生活の質は向上します。

５）歯周病
　犬猫は、食生活の変化や歯磨きの習慣がないた
めに加齢に伴い歯石が付着します。少量の歯石では
特に問題になる場合はありませんが、歯が見えなくな
るような多量の歯石が付着すると齲歯や歯肉炎の原
因となります。歯周病は、歯肉のみに炎症が生じた
歯肉炎、歯周組織まで炎症が波及した歯周炎があ
り、３歳以上の犬80％以上が罹患しています。特に
小型犬は大型犬より歯垢・歯石が付着しやすいで
す。歯周病を有する犬は心疾患の罹患率が有意に
高いことが報告されています。さらに、高齢動物は
免疫力が低下しているので、歯肉炎から細菌が
体に進入し敗血症を誘発することもあります。
また、齲歯による痛みのために十分な食餌が摂
取できずに体力を低下させることがあります。
そのため、スケーリング（歯垢・歯石の除去）、
歯磨き、定期的な歯垢・歯石除去などを行う必
要があります（図９）。

６）僧帽弁閉鎖不全症
　心臓には４つの弁がありますが、そのうちの
左心房と左心室の境界にある弁（僧帽弁）が加齢
に伴い変性を起こすことにより弁の閉鎖が不十
分になります。その結果、左心室から左心房に
血液が逆流することで心臓に負荷をかけ心不全
に進行します。この疾患は、キャバリア・キング
チャールズ・スパニエルおよびマルチーズ、トイ
プードルなど高齢の小型犬に多く認められる代
表的な病気の一つです。症状としては、運動不
耐性、肺水腫、発咳を認めます。人においては
弁置換術などが実施されますが、獣医学領域で
はごく一部でしか実施されていません。そのた
め、治療としては利尿剤、血管拡張薬、強心剤
などの対処療法が主となります（図10,11）。

７）認知症
　認知症に関する問題は人医学においても様々
な角度から検討されていますが、獣医学領域で
も大きな問題の一つになりつつあります。それ

は、認知症の動物（特に犬）が人の認知症と類似
の症状を示し、異常な鳴き声を上げることで飼
い主さんが隣人に気を使ったり、夜中に徘徊し
て飼い主が寝不足になったりと精神的・肉体的負
担が多くなるためであります。しかし、残念な

がら人医学と同様に的確な治療法が確立されてい
ないのが現状です（図12）。認知症の犬は、前進だ
けはできるが後退ができず、隙間に挟まって脱
出することができなくなることがあります。ま
た、目的もなく壁に沿って部屋を歩き続ける徘
徊などの場合は、お風呂マットなどの柔らかい
素材でサークルを作り、サークルの壁に沿って
歩かせ続けると疲れて眠ってしまうことなどを
応用して対応することができます。

　高齢動物に発症が多い疾患のうちで予防でき
るものがいくつかあります。例えば、生殖器系
の疾患である子宮蓄膿症や前立腺炎などは、繁
殖させる希望がなければ避妊・去勢することで予
防できます。また、高齢動物は免疫力が低下し
ているので、伝染病予防にワクチン接種が有効
であります。さらに、食餌を管理することによ
り、腎不全、心不全、糖尿病（肥満防止）の予防
に有効です。また、動物には歯磨きの習慣がな
いために高齢な動物では歯石が多量に付着しま
すので歯石除去または歯磨きを行うことで歯周
病を予防することができます。
　疾病予防には、１年に１回程度の定期検診が
必要です。犬猫にとっての１年は、人の４年に

相当するといわれています。一般的に人では１
年に１回定期健康診断を受診し、健康異常の早
期発見に努力していることを考慮すると、４年
に１回に相当する定期健康診断の必要性は十分
に理解していただけると思います。また、動物
の異常を早期に発見できるばかりか、人と同様
に犬猫でも検査結果に個体差があるために、健
康時の検査結果を知っておくことは治療を実施
する際に非常に重要な情報となります。

　ここまで人と犬猫とは高齢化やそれに伴う疾
患など多くの共通点があることをお話ししまし
た。それでは、人と犬猫は同じなのでしょうか？
　例えば、アセトアミノフェンを例に挙げてみ
ます。猫においては、くしゃみ・目脂・鼻汁など
人の風邪に類似した症状を示すことがあります。
この時に日頃から服用している感冒薬を投与し
たらどうなるでしょうか？　
　一般大衆薬の解熱鎮痛剤と広く服用されてい
るアセトアミノフェンは、感冒薬の70%以上の製
品に含まれています。製品によっては１錠中の
含有量が300mg以上の薬剤もあります。猫の中
毒量は、体重当たり50mgと報告されていますの
で、一般的な猫の体重３～４kgの個体に１錠を
服用しただけでもアセトアミノフェン中毒を起
こし、死に至る場合があります。自分が使用し
ている薬なので安全だと勘違いをしてしまう可
能性がありますので、人と犬猫との違いを理解
しておく必要があります。

　ここで一つクイズを出題します。図13に記載
されている５つの食べ物は、人にとっては日常
よく口にするものです。それでは、犬が食べて
はいけないものはどれでしょうか？
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を発症します。そのため、犬にタマネギを食べ
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にさせていません。しかし、少量でも犬に対し
て毒性があり、摂取後24時間以内に嘔吐、食欲
不振、傾眠などの症状が認められ、48時間以内
に急性腎不全を発症します。小型犬では一粒で
も体重当たりに換算すると影響が大きくなりま
すので特に注意が必要です。

④桃
　桃による中毒はありません。しかし、種ごと
食べることで種による腸閉塞が発症することが

あります。そのため、種など消化出来ないもの
は与えないように注意をしてください。桃以外
にもトウモロコシの芯による腸閉塞などがBBQ
をする夏場に多く認められるため、ゴミの管理
などにも注意をしてください。おいしい香りに
引きつけられてしまいます。

⑤キシリトール
　虫歯予防のためにキシリトールを含む菓子類
が市販されています。犬が多量にキシリトール
を摂取した場合には、低血糖による沈鬱、ふら
つき、痙攣、嘔吐などが認められることがあり、
さらに肝不全を発症したとの報告があります。
そのため、キシリトールが含まれているものを
与える場合には、注意が必要です。

　上記の食べ物は、人にとっては大変おいしいも
のですが、犬にとっては命に関わる可能性があり
ます。善かれと思ったことや不注意が重大なトラ
ブルに発展することがあります。そのため、人と犬
猫とは全てが同じではありませんので、お互いの
違いを認識して楽しい日常を送ってください。
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6 最後に

　家族の一員である犬猫の異常を発見するため
のチェックポイントを図14、15、16に示します。
記載のような変化が認められた場合には、犬猫
が何らかの疾患に冒されている可能性がありま
す。その際には獣医師の診察を受けることをお
勧めします。

　家族の一員である犬猫とより長く快適な時間
を過ごすためには、定期的な健康診断、病気の
早期発見・早期治療、規則正しい生活、適切な食
事管理、きめ細やかな動物の観察を心がけてく
ださい。また、犬猫とのふれあいを通して人の
健康・幸福に寄与できれば幸いです。
　以上で講演を終了させて頂きます。長時間、
ご清聴頂きありがとうございます。

図14

図15

図16
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未来工学部 ～データには未来を救う力がある～

　未来工学が見つめるのは、文字通り「未来」。
「未来」を脅かす課題を見極めて、先回りして人
や社会のために動き出す学問です。人間を読み
解き、世界を、未来をより良くするため、この
星が抱える環境保全、生物多様性の問題、食料
危機、感染症のリスク、新素材開発など複雑で
広範囲に及ぶ課題を解決できる人材（データサイ
エンティスト）の育成を目指し、2023年４月、未来
工学部は誕生します。

　まずは、本学の充実した基礎科目群で幅広い
教養を身につけ、社会や人を深く理解します。
さらにデータサイエンティストとして必須とな
る数学力を強化しつつ、北里大学の強みを活か
した生命科学系の知識も１年次から学んでいき
ます。また、それらを実装して動かすためのプ
ログラミングに関する知識と技術を習得した上
で、３年次以降は、データサイエンティストと
しての出口を意識した学びを展開していきます。

　３年秋からは、それまでに積上げた知識や経
験を活かしつつ、８つの分野に分かれた研究室

で、自分の興
味に応じた専
門性が伸ばせ
ます。
　生命科学に
おいて、いま

だ十分には利用されていないビッグデータに着
目し、「データに語らせる」４分野と「データを
活用する」４分野において、先端的なアプローチ
で研究を進めます。

　医療、製薬、食品、官公庁、教育、化粧品、金融、
ITベンダー、電機メーカー、自動車メーカー等、
データ/情報に人の介在が求められるあらゆる業
界が進路になり得ます。これからの社会におい
て、活躍の場がますます広がっていくと期待さ
れています。

　未来工学部のメインキャンパスとなる相模原
キャンパス。近隣には他教育機関や公園も多く
あり、自然豊かで静かな、教育・研究を行うに適
した環境です。
　現在、相模原キャンパスでは未来工学部棟が
建設中です。（2024年２月竣工予定）大量のデータ
を扱うという本学部の特性上、PCルーム、Wi-fi
環境、学部独自のサーバー施設など、充実した
施設・設備を整備します。

●目指せる主な資格
・高等学校教諭一種免許状（情報）
・情報処理技術者試験〈国〉　・統計検定 ほか

　北里大学の８番目の学部として2023年４月に開
設される「未来工学部」。今回は未来工学部デー
タサイエンス学科がどのような人材の育成を目指
しているのか、そのための学び、研究内容、そし
てそれらを支える環境についてご紹介します。

生命科学のさまざまな分野と広く連携した学びを実現

学んだ知識の統合と実践的なデータを解析

データを使い、幅広い分野で新しい価値を創造まだ起きていない「未来の課題」に挑む

データを利活用するに適した最適化された環境

※写真はすべてイメージです

エントランス

学部独自の
サーバーを導入

未来工学部棟

　学生ラウンジ

「触れたものをデータに変える」
データサイエンティストは
未来の課題に挑む。
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北里研究所報ダイジェスト（法人からの諸情報）

　北里研究所は、第21期理事会施策「法人運営の根幹の強化 法人・大学のブランディングの推進」の一環
として、ブランディングプロジェクトに取り組んでいます。創立100年を超える北里研究所の伝統を受け
継ぎつつも、新しい時代を見据えたブランドとして再定義（リブランディング）し、一つのチーム「All 
Kitasato」として未来の姿を構想して、新しいロゴマークをつくることを目指しています。
　このプロジェクトを推進するCI※委員会は、プロセス全体を透明化し、情報をタイムリーに発信する
ために、ブログを立ち上げました。活動内容や進捗を随時お伝えしていきます。

●ブログ「北里ブランディングプロジェクト」を始めました

　北里研究所は、昨年11月５日付で学校法人慶應義塾と包括的連携に関する協定を締結しました。
　本協定は、慶應義塾創立者の福澤諭吉と北里研究所創立者の北里柴三郎が協力して、我が国の医学発
展のために共に尽力してきた歴史的背景を踏まえ、これまでの協力関係をより一層強化、発展させるこ
とを目的としています。両法人の特色とリソースを活かした包括的・継続的な連携を推進することによ
り、実学の精神をもって、未来に向けた教育・研究・医療活動の充実と質の向上に寄与し、社会への貢献
に努めてまいります。
　11月10日に慶應義塾大学三田キャンパスで締結式を執り行い、本法人から小林弘祐理事長、島袋香子
学長、川瀬惠史理事長特命補佐、慶應義塾から伊藤公平塾長、北川雄光常任理事が出席しました。締結
式の中で小林理事長は、両法人の連携による高度な研究や教育の実現への期待などを述べられました。

●学校法人慶應義塾と包括的連携に関する協定を締結しました

「北里ブランディングプロジェクト」ブログURL
https://kitasato-branding.studio.site/

※CI（Corporate Identity）：企業などがその理念や特性を、統一されたイメージやデザイン、
またわかりやすいメッセージで発信し社会と共有することで存在価値を高めていく戦略のひとつ。

【前列】左：慶應義塾 伊藤塾長　中央：北里大学 島袋学長　右：北里研究所 小林理事長
【後列】左：慶應義塾 北川常任理事　右：北里研究所 川瀬理事長特命補佐
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教学センターTopics！

　2022 年 11 月５日（土）・６日（日）の２日間、相模原キャンパスでは３年ぶりとなる対面形式での北里祭
が開催されました。開催 60 回目を迎えた今回は模擬店の実施は叶いませんでしたが、昨年度は実施できな
かった野外ステージイベントや打ち上げ花火、お化け屋敷などが復活し、大盛況のうちに終了しました。
『咲』という今回の北里祭のテーマ通り、新たな北里祭に花を咲かせ、来場者からは笑顔が咲き誇り、思い出
に残る２日間になったのではないでしょうか。
　今回の北里祭は、コロナ禍では初の対面開催、また対面で
の実行委員経験者がおらず、感染対策や運営が手探り状態
であったため、実行委員の不撓不屈の精神や北里会団体等
の協力がなければ決して開催できませんでした。
　来年は今回の経験や反省点を踏まえ、さらに素晴らしい北里祭が開催できることを願いつつ、今回運営
に携わった関係者の皆様、ご来場いただいた皆様にこの場をお借りして感謝と称賛を贈ります。

　2022 年 10 月８日（土）と９日（日）の２日間にわたり「百獣繚乱」をテーマに、第 37回紅葉祭が十和田キャ
ンパスにて行われました。今年度も、昨年度同様に、外部公開を見合わせ、来場者を十和田キャンパスの学
生・教職員に限定し、感染防止対策を充分に講じたうえでの開催となりました。
　前日まで雨が降り、屋外イベント等の実施が危ぶまれましたが、期間中を通して快晴となり、秋の心地よ

い気候の中、野外ステージでは音楽系・ダンス系団体や獣
医学部生よさこいチーム「北里三源色」による熱いパフォ
ーマンスなどが会場を大いに盛り上げていました。その他
にも動物飼育管理学研究室による羊のレースや美羊コンテ
スト、吹奏楽団部と航空自衛隊北部航空音楽隊との合同演

奏など各団体がそれぞれ趣向を凝らし、日頃の活動の成果を大いに発揮し、今回の紅葉祭のテーマ通り、
「百獣繚乱」となり、紅葉祭を彩っていました。
　様々な制限がある状況で、関係者の苦労も多かったと思いますが、紅葉祭実行委員を初めとした関係者
の皆さま、本当にお疲れ様でした。

　2022 年 10 月 22 日（土）、白金キャンパスにて第 43 回北里大学白金祭が開催されました。
　今年度の白金祭のテーマ「繋」は、コロナ禍で疎遠になってしまった様々な方と今回の白金祭を通じて繋
がるきっかけにし、白金キャンパスを盛り上げていきたいという想いが込められております。感染対策に
より例年より制限が多くありましたが、お笑いライブ、各団体ステージ企画、eスポーツ企画など実行委員
が多くの人に楽しんでもらえるよう考えた各企画で大きな盛り上がりを見せていました。
　最後に、ご来場いただきました皆様、ご協力いただきまし
た関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。白金祭実行委員
のみなさん、大変お疲れ様でした。来年度の白金祭もご期待
ください。

第37回 紅葉祭

第43回 白金祭

第60回 北里祭

つなぐ
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　お子様が進路を見出せない、また、就職活動に専念しているが内定を得られない、このようなことで
保護者の方々はお悩みではありませんか。
　このようなとき、つい、保護者が先に行動していないでしょうか。例えば、保護者が求人先に会社説
明会日程を問合せするなどありませんか。でも、行動の主体は、あくまでお子様本人です。
保護者の皆様には、本人が勇気を持って行動できるよう、心の支えとなるよう温かく見守っていただき
たいと思います。
　大学では、各学部就職担当職員、教員、就職センターが支援をいたしますので、早めにご相談くださ
るよう、お子様へ声かけをお願いいたします。

Ⅰ. 北里キャリアスタディ
　就職センターでは、北里大学オリジナル講座を作成しています。この
プログラムに参加することによって、自己分析・職業観・勤労観が育成
されるとともに就職活動への意欲向上に繋がります。
　スケジュールは年間を通して各学部・学科ごとに組まれており、全
キャンパスで年間69回実施しています。
　就職センターでは、今後もキャリア形成、就職支援に寄与する企画を
立案して参ります。

Ⅱ. キャリアカウンセラーによる個別支援
　就職センターでは、PPAからご支援をいただき、学生相談体制の充実
を図るため、専門のキャリアカウンセラーを採用しています。
　主な業務は、個別相談、履歴書の添削及び模擬面接の指導をお願いし
ています。学生それぞれがもつ就職に関する不安を解消して、就職活動
へのモチベーションを高揚させること、または学生生活を有意義に過ご
せるようにアドバイスしています。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症予防対策で、リモート形式の支援
でしたが、現在は、換気の良い場所で学生とカウンセラーの間にはアクリル板を設置し、対面による就
職相談を実施しています。

Ⅲ. ４年生内定者による進路・就職講演会（KJA：北里ジュニアアドバイザーチーム）
　４年生の内定者が、これから就職活動を控えている３・５年生向けに、就職活動や大学院への進学の
検討などについて進路・就職講演会を実施しています。進路の悩みや就職活動の仕方について、先輩た
ちが自分達の経験を基に講演するもの
で、講演終了後には質疑応答など、これ
からの就活生の良きアドバイザーとなっ
ています。
　講演会には低学年の参加が可能で、早
期に将来の進路を考えていくうえで、非
常に参考になる内容になっています。

Ⅳ. 学内合同企業研究会・合同就職説明会の実施について
　就職活動中の学生及び３・５年生、修士１年生を対象に、各キャンパスで「合同企業研究会」を実施し
ています。この研究会の目的は、「業界を知る」「業種を知る」「職種を知る」等、全てが社会に出て行く
ための勉強会です。企業等の人事担当者から直接説明を聞くことができる貴重な研究会です。
　薬学部は、2022年11月17日（木）（参加企業約40社･機関）で、企業研究会Ⅰを実施しました。獣医学部
は、2022年12月７日（水）に開催（参加企業約60社･機関）、相模原キャンパスでは、全学対象に合同企業
研究会として2022年12月15日（木）・16日（金）に実施（参加企業112社・機関）しました。加えて相模原キャ
ンパスにて「合同就職説明会」を2023年２月21日（火）～28日（火）土日祝日を除く５日間（参加企業60社・
機関）で実施、白金キャンパスでは2月17日（金）（参加企業約40社・機関）、企業研究会Ⅱを実施します。
2022年度も、新型コロナ感染防止対策により、すべてWeb（オンライン）による実施となります。

Ⅴ. Webによる進路支援システムのご利用について
　各企業・機関から受領した求人情報（求人票、受験案内、募集要項、各種説明会情報）については、
「進路支援システム」（本学就職情報公開サイト）に掲載しています。全キャンパスの学生及び保護者も
自宅のPCから閲覧することができます。ご利用される場合は、IDとパスワードが必要になりますので、
就職センターまでメールでお問い合わせください。メール本文には、必ず①在学中または既卒（〇年度
３月卒）、②学部・学科・学籍番号　③学生氏名（フルネーム）　④連絡のつく電話番号　⑤利用目的（例：
求人閲覧のため、転職のため等）を記載してください。
　お問い合わせいただいたメールに折り返しの返信をいたします。

　本学では、今後も就職センターと各学部教職員の連携を密にし、学生生活の充実を図るとともに、全
力を挙げて就職活動を支援いたします。更に「障がいのある学生の方」を対象とした就職支援も行ってい
ます。障がい者手帳や医師の診断書の有無は問いませんので、お気軽にご相談ください。
　PPA会員の皆様には、引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

行動力
自律的に動く

思考力
具体的、客観的に

考える

協働力
一緒に事を成す

心
前向きな気持ち、
思い、価値観、
目標、夢

就職センターよりお知らせ

北里大学 
就職センター

〒252-0373　神奈川県相模原市南区北里 1-15-1
TEL：042-778-9745　FAX：042-778-7988
Email：syusyoku＠kitasato-u.ac.jp  （求人情報の送付先）kyujin2＠kitasato-u.ac.jp

・非常に参考になった／貴重な時間だった／勉強になった／
聞くことのできなかった企業の説明を聞けた／短期間で多く
の企業を知ることができた／同じ業種でも一度に複数の企業
を比べることができた／興味ある業界の中で見落としていた企
業に気付いた／企業ごとのイメージがつかめた／進路決めの
指標になった／企業の方と直接話せる良い機会だった／どん
な人材が欲しいのか聞けて良かった／オンラインのため、自分
の体調と相談しながら参加できて良かった／オンラインで落ち
着いてメモが取れた／もっと参加したかった・・・・・

など、有意義な感想が多く寄せられています。

参 加 学 生 の 声

就職支援のご紹介

大学HP　https://www.kitasato-u.ac.jp

進路支援システム 求人閲覧画面

北里大学専用サイトから
LIVE視聴します
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＜各学部行事予定＞

薬学部

獣医学部

医学部

海洋生命
科学部

2・3年
PP4年
PL4年
PP5年
PP6年
2・3年
PP4年
PL4年
PP5年
PP6年
2年～4年
2年～4年
PP6年

1年
2年
3年

4・5・6年
1年
2年
1年
2年
1年
2年
3年
3年
1年
2年
3年
3年
3年
5年
5年
5年
5年
1年
2～4年
1年
2～4年
1年
2～4年

1年

2～4年

1年

2～4年

12月27日～1月5日
12月29日～1月3日
1月6日
1月4日
1月16日
1月13日
1月6日～7日,10日～12日,
16日～ 19日
11月9日～10日
1月16日～18日
2月6日～9日
1月19日～20日
2月8日～10日

12月27日～1月5日
12月23日～1月3日
12月15日～1月3日
12月26日～1月3日
1月6日
1月4日
1月16日
1月5日
1月16日～1月25日　
1月12日～1月26日
1月5日～1月16日
2月7日～3月3日
2月10日～2月17日  　　
2月7日～2月17日
1月23日～2月7日
1月4日
2月3日
11月30日～12月1日
2月13日
2月14日～3月1日
3月2日

1月18日～1月28日
1月16日

12月28日～1月10日
2月8日～2月18日

12月6日
3月30日
2月3日
3月31日
12月23日
12月7日～1月4日
12月22日～1月4日
12月10日～1月4日
12月10日～1月3日
12月24日～1月4日
1月5日～18日
2月6日～14日
1月5日～6日

後期授業終了

冬期休業

冬期休業

授業開始

後期授業終了

自習及び後期試験期間

医学研究入門Ⅱ（研究室配属）

総合試験
総合試験（再試験）

追・再試験期間

第2回総合試験
総合試験（第1回再試験）

総合試験（再試対象者講義期間）
総合試験（第2回再試験）

冬期休業

授業開始

後期授業終了

後期試験

追・再試験

後期試験

後期追再試験

後期試験
後期授業終了
冬期休業

追・再試験（後期）

看護学部

理学部

冬期休業

冬期休業後授業開始

後期授業終了

後期試験

追・再試験

冬期休業

後期授業終了

後期試験

追・再試験

1年
2年
3年
4年
1年
2年
3年
1年
2年
3年
4年
1年
2年
3年
4年
1年
2年
3年
１～４年

１年

２～４年

１～４年

１年

２～４年

12月27日～ 1月5日
【1群科目】1月16日
【2・3群科目】12月26日
12月26日
1月6日～ 1月7日
1月10日～ 1月12日,
1月16日～ 1月19日
【1群科目】2月6日～ 2月9日
【2・3群科目】2月6日～ 2月9日,
　　　　　　 2月13日～ 2月16日
2月6日～ 2月9日,
2月13日～ 2月16日

12月20日～1月5日
12月19日～1月3日
12月22日～1月9日
12月19日～1月4日
1月6日
1月4日
1月10日
2月24日
1月27日
3月24日
12月16日
1月6日～1月19日
1月30日～2月14日
12月19日～12月21日
1月5日～1月6日
2月6日～2月9日
2月27日～3月3日
2月20日～2月22日

１年

２・３年

12月26日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12月27日
  ～1月5日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日
12月21日
  ～1月3日

1月6日
  ～1月19日
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日

　　　　　 -
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日
1月4日
  ～1月17日

2月6日
  ～2月9日
1月31日
  ～2月14日
1月31日
  ～2月2日

　　　　    -
1月31日
  ～2月2日
1月31日
  ～2月2日
1月31日
  ～2月2日
1月31日
  ～2月2日
1月31日
  ～2月2日
1月31日
  ～2月2日

保健衛生学科

医療検査学科

臨床工学専攻

理学療法学専攻

作業療法学専攻

授業終了 冬期休業 授業開始 後期授業終了 後期試験 追・再試験

医療衛生
学部

４年
診療放射線
技術科学専攻

言語聴覚
療法学専攻
視覚機能
療法学専攻

一般教育部

冬期休業
授業開始
後期授業終了
後期試験
追・再試験

1年
1年
1年
1年
1年

12月27日～1月5日　
1月6日
1月16日
1月6日～1月19日 ＊除く1月13日　
2月6日～2月9日
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住所：〒869-2505　熊本県阿蘇郡小国町北里3199
URL: https://manabiyanosato.or.jp/kitazatomuseum/museum/

熊本県小国町 北里柴三郎記念館 紹介
　北里柴三郎記念館は、北里柴三郎博士生誕の地、熊本県阿蘇郡小国町「学びやの
里」内にある展示施設です。北里柴三郎博士の旧居宅と生家、当時の資料や書籍な
どが保存されています。貴賓館からは、小国富士と呼ばれている湧蓋山を望む自
然豊かな絶景が広がります。
　昭和62年、博士の学問を受け継ぐ北里研究所が中心になって博士の生家の復元
修復を行うとともに、北里文庫の建物を利用して博士に関する遺品などを陳列し、
小国町に寄贈しました。
　北里柴三郎博士のひ孫で北里大学名誉教授である北里英郎氏が、現在建設中の
シアターホールを含む北里柴三郎記念館の館長に就任されました。
　このたび、北里館長より、記念館及びシアターホールについて、以下原稿を寄
せていただきました。

　PPA会員の皆様、新年おめでとうございます。
　現在、北里柴三郎記念館では、2024年上期に発行予定である新千円札の肖像画に北里柴三郎が採用さ
れたことを記念し、小国町によるシアターホールが、現記念館に隣接して建設中で４月以降に竣工予定
です。

　現貴賓館２階からは、熊本百景の一つに挙げられ、柴三郎や小国町民がこよなく愛した、小国富士と
呼ばれる涌蓋山を一望できます。さらに、入り口には柴三郎の等身大プロジェクションシステムにより
来館者様にご挨拶ならびに施設のコンセプトに関する語り掛けを行います。内部に入ると、ホログラム
システムにより、空中ディスプレイで、３Dの技術を駆使して、柴三郎が自分の歩んだ人生を総括して
来館者に語り掛ける予定です。
　また、既に出版されている漫画の素材を出版社様の協力を得て、写真がない幼少期を動画化し、医学
への道へ進んだ時代にフォーカスを当てて、幅広い年代の来館者様に楽しんでいただく予定です。さら
に館内の各所には、AR（Augmented Reality:拡張現実） の技術を使用して、シアターホールや現記念館
の展示室、貴賓館、生家の展示物や建物のより詳しい情報をタブレット等で楽しめる予定です。新しく
導入するシステムは、いずれも多言語に対応しているため、海外からの来館者様にも楽しんでいただけ
ると存じます。シアターホールには、メインとサブの２つのシアタールームが完備され、新たに製作中
の、柴三郎に関する動画や、小国町の紹介ビデオ、講演会、コンサートなどを幅広く来館者や小国町民
の皆様に楽しんでいただけると存じます。
　現在、行動制限が解除され、幅広い年齢層、北は北海道、南は沖縄まで、全国各地から多くの来館者
様にいらしていただいておりますが、デジタルコンテンツも取り入れ、より充実した内容で、ご満足い
ただけるよう記念館スタッフならびに小国町が一体となり尽力して参ります。

　私事、24年間お世話になりました、北里大学を昨年６月30日
に定年退職し、翌日の７月１日に、自家用車にて静岡―神戸―
淡路島―四国を経てフェリーにて佐賀関に着き、14時間後に小
国に到着し、北里柴三郎記念館長として着任しました。
　移住して気が付きましたことは、町民の皆様は温かく、いつ
でもだれでも気持ち良く挨拶してくださいます。また、阿蘇の
湧き水、肉、野菜、乳製品は、新鮮で美味、加えて温泉も、泉
質が優しくどれも安価で楽しめます。
　小国は夏涼しく冬厳しい高冷地帯で雨量が多いため林業で、
天領であった日田市との貿易で大変栄え、山で囲まれているた
め独自の文化を育んでいます。このことが、柴三郎の幼少期に
大きな影響を与えたと思われます。昨年の秋の小国は大変美し
く、記念館、下城の大イチョウ、鍋ケ滝、旧国鉄宮原線竹筋
橋、阿蘇レインボーバレー（虹の谷キャンプ場）、坂元善三美術
館など、心休まる場所が輝いておりました。
　会員の皆様のご来館お待ちしております。

北里 英郎 館長

北里柴三郎記念館スナップ写真（表紙でも紹介しています）

イラスト：シアターホール 立体図：黒で描かれているのが貴賓館、
　　　  白は、北里文庫、生家

ライトアップされた
下城の大イチョウ

1916年ごろの貴賓館　乕（とら）さん（柴三郎の妻）と子供
たち（北里柴三郎記念館提供）

北里文庫 館内マップ（2022年12月現在）

現在の貴賓館　2階から涌蓋山を望む　100年以上を経ても
当時と変わらない風景

記念館の北里柴三郎銅像
わい　た　さん

わい　た　さん
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ペットの病気と健康を考える（3）
犬の緑内障

獣医学部 小動物第２内科学教室 教授　金井 一享
　人の緑内障は、40歳以上で約５％（20人にひと
り）、60歳以上で約10％（10人にひとり）が罹患す
ることが知られており、決してまれな病気では
ありません。緑内障は、徐々に視野が狭くなる
病気で初期には自覚症状がなく進行します。人
緑内障の失明率は低いですが、途中失明の原因
としては25.5％で第１位です。発症から失明にい
たるまでの平均期間は10-20年であり、ゆっくり
進行する緑内障が多いです。ただし、早期の診
断と適切な治療を受けることで進行を抑えるこ
とができます。一方、急速に進行する緑内障も
あります。
　緑内障はなぜ起こるのでしょうか。実は緑内
障の発症機構は完全に解明されていません。し
かしその定義は、網膜の神経節細胞死を起こす
病態であり、緑内障性視神経症（GON）と称され
ます。GONには、眼圧依存性（眼圧上昇）と眼圧
非依存性（血流障害や神経節細胞死）があり、人
では眼圧非依存性が、犬では眼圧依存性が視覚
障害の主な要因となります。
　犬の緑内障は人と同じように失明原因の第１
位であり、緑内障の分類方法も人と同じです。
また眼圧の基準値も同じで20mmHg以下が良い
とされています。犬の緑内障は急速に進行する
ことが多いです。人との違いは緑内障分類から
説明できます。緑内障は、原発緑内障（他に原因
がなく発症するタイプ）と続発緑内障（何らかの
原因、例えば外傷（けが）などで発症するタイプ）
に分類できます。また、原発緑内障には、開放
隅角緑内障（POAG）と閉塞隅角緑内障（PACG）に
分けられます。「隅角」とは、毛様体で産生され
た眼の中の水である房水の出口部分（排泄口）を
言いますが、その出口が広いままが開放隅角、
正常より狭くなるのが閉塞隅角です。一般的に
はPOAGの症状はゆっくりと進行しますが、
PACGは急激に発症して失明に至るおそれがあり
ます。犬原発緑内障の発症年齢のピークは犬種
により異なりますが約９歳です。また、犬原発
緑内障を発症した反対眼の緑内障発症率は１年
以内に約50％と言われています。人で最も一般
的な緑内障はPOAGですが、PACGは北米や欧州

に比べて日本を含めたアジア諸国の人々に多い
ことが知られています。一方、犬の緑内障は
PACGが一般的です。したがって、犬緑内障の多
くは症状の進行が早く飼い主が気付いた時には
すでに失明してしまっているケースが多いので
す。原発緑内障を起こしやすい犬種には、柴犬、
アメリカン・コッカー・スパニエル、バセット・ハ
ウンド、ボストン・テリア、ミニチュア・プード
ル、秋田犬などがあります。
　犬緑内障の症状は、特に急性期では、食欲が
ない、元気がない、寝てばかりいてじっとして
いるなどです。これらは眼圧上昇による眼の痛
みとして起こる症状であるとも言えます。また
眼をみると白目の部分が非常に赤い（赤目）、涙
目、眼が開けられない、
眼が濁っている、眼が光
ってみえる、眼が見えて
いない、時間経過と共に
眼が大きくなっているな
どの症状がみられます。
　緑内障の治療法は大きく二つに分けられます。
一つは視覚を温存するための点眼療法と外科手
術です。長期的な視覚温存は基本的には外科手
術が必要になります。外科手術方法は色々と検
討されていますが、犬で安定した術後成績のあ
る報告は、人の小児緑内障や難治性緑内障など
に用いられるアーメド緑内障バルブを利用した
チューブシャント手術です（図１：赤丸内に見え
ているのが眼内のチューブ）。初期の報告では術
後１年の視覚保有率は約70％ですが、当大学に
おける手術成績は90％を超えています。一方、
完全に失明した眼に対しては、眼疼痛を解除し
て「生活の質」の確保を検討します。その方法は、
眼球線維膜（角膜と強膜）を残して眼内容物を摘
出し、そこに医療用シリコンボールを挿入する
眼内インプラント術や眼球摘出術が選択されま
す。
　犬緑内障は発症から失明までの期間が非常に
短いことが多いです。おかしいと感じたら、近
くの動物病院をできるだけ早く受診してあげて
ください。
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海洋生命科学部創立50周年記念式典
　昨年の10月９日（日）、相模原キャンパスで行われた海洋生命科学部創立50周年記念式典へ、PPAを代
表して和佐原会長と三輪監事のお二人にご出席いただきました。
　当日の様子や感想などを三輪監事にお願いし、ご執筆いただきましたので、以下のとおり掲載いたし
ます。

　海洋生命科学部創立50周
年、おめでとうございます。
　私は、娘が現在、看護学
部２年に在学していますが、

正直、海洋生命科学部のことはよくわかってい
ませんでした。
　その私が、先生のお話しを聞いたり、スライ
ドを見たりしていくにつれ、海洋生命科学部が
多大なる功績を残されていることを知ることが
できました。
　まず、私立大学として初の水産学部（その後、
海洋生命科学部に名称変更）であり、水産増殖の
分野で先駆けであったとのこと、また、私はシュ
ノーケリングや水族館に行くのがとても好きな
のですが、卒業生が全国の水族館で活躍してい
るとのことを知りました。
　さらには、現在、海や自然環境が昔に比べ悪
化していると危惧されていますが、海洋生命科
学部では、人類の幸せのため、海や生物のこと

を真摯に研究し、
課題解決のために
地域と連携しなが
ら、よりよい未来
のために実践して
いることを知りま
した。50年の活動
が、大変すばらし

かったことを式典会場に届けられた祝電や花束
の多さが物語っています。私たちの生活に、実
は不可欠な存在であったことを知ることができ
ました。
　なお、東日本大震災により、当時大船渡市三
陸町にあったキャンパスが相模原キャンパスに

移転するという、大変な経験をしながらも、逆
境に負けずに発展し続けている姿が、建学の精
神でもある、『不撓不屈』を体現していると思い
ます。
　式典での講演
の内容について
は、ここでは触
れませんが、た
だ、『覚悟ができ
れば、後悔はな
い』、『好きなこ
とを突き進め』
という言葉は娘に伝えたいと思います。
　式典終了後、学部棟の見学をさせていただき、
ミニ水族館など大変興味深かったのですが、な
かでも、日曜日にもかかわらず、多数の学生が
研究室にいたことに感心しました。
　最後に、今後とも海洋生命科学部が、北里大
学の理念でもある、生命の真理を探究し、実学
の精神をもって社会に貢献し続け、さらなる発
展をしていくことを祈念しております。当日は
貴重な時間を過ごさせていただき、誠にありが
とうございました。

～海洋生命科学部創立50周年記念式典へ出席して～
北里大学PPA 監事　三輪 哲哉

PPAとあじさい会（PPA OBの会）よりお花を
送りました。

式典の様子

内藤 洋氏（水産学部４回生）による講演会「豊穣
のカナダ西海岸・ベニサケの旅」のテーマで講演
が行われました。
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ペットの病気と健康を考える（3）
犬の緑内障

獣医学部 小動物第２内科学教室 教授　金井 一享
　人の緑内障は、40歳以上で約５％（20人にひと
り）、60歳以上で約10％（10人にひとり）が罹患す
ることが知られており、決してまれな病気では
ありません。緑内障は、徐々に視野が狭くなる
病気で初期には自覚症状がなく進行します。人
緑内障の失明率は低いですが、途中失明の原因
としては25.5％で第１位です。発症から失明にい
たるまでの平均期間は10-20年であり、ゆっくり
進行する緑内障が多いです。ただし、早期の診
断と適切な治療を受けることで進行を抑えるこ
とができます。一方、急速に進行する緑内障も
あります。
　緑内障はなぜ起こるのでしょうか。実は緑内
障の発症機構は完全に解明されていません。し
かしその定義は、網膜の神経節細胞死を起こす
病態であり、緑内障性視神経症（GON）と称され
ます。GONには、眼圧依存性（眼圧上昇）と眼圧
非依存性（血流障害や神経節細胞死）があり、人
では眼圧非依存性が、犬では眼圧依存性が視覚
障害の主な要因となります。
　犬の緑内障は人と同じように失明原因の第１
位であり、緑内障の分類方法も人と同じです。
また眼圧の基準値も同じで20mmHg以下が良い
とされています。犬の緑内障は急速に進行する
ことが多いです。人との違いは緑内障分類から
説明できます。緑内障は、原発緑内障（他に原因
がなく発症するタイプ）と続発緑内障（何らかの
原因、例えば外傷（けが）などで発症するタイプ）
に分類できます。また、原発緑内障には、開放
隅角緑内障（POAG）と閉塞隅角緑内障（PACG）に
分けられます。「隅角」とは、毛様体で産生され
た眼の中の水である房水の出口部分（排泄口）を
言いますが、その出口が広いままが開放隅角、
正常より狭くなるのが閉塞隅角です。一般的に
はPOAGの症状はゆっくりと進行しますが、
PACGは急激に発症して失明に至るおそれがあり
ます。犬原発緑内障の発症年齢のピークは犬種
により異なりますが約９歳です。また、犬原発
緑内障を発症した反対眼の緑内障発症率は１年
以内に約50％と言われています。人で最も一般
的な緑内障はPOAGですが、PACGは北米や欧州

に比べて日本を含めたアジア諸国の人々に多い
ことが知られています。一方、犬の緑内障は
PACGが一般的です。したがって、犬緑内障の多
くは症状の進行が早く飼い主が気付いた時には
すでに失明してしまっているケースが多いので
す。原発緑内障を起こしやすい犬種には、柴犬、
アメリカン・コッカー・スパニエル、バセット・ハ
ウンド、ボストン・テリア、ミニチュア・プード
ル、秋田犬などがあります。
　犬緑内障の症状は、特に急性期では、食欲が
ない、元気がない、寝てばかりいてじっとして
いるなどです。これらは眼圧上昇による眼の痛
みとして起こる症状であるとも言えます。また
眼をみると白目の部分が非常に赤い（赤目）、涙
目、眼が開けられない、
眼が濁っている、眼が光
ってみえる、眼が見えて
いない、時間経過と共に
眼が大きくなっているな
どの症状がみられます。
　緑内障の治療法は大きく二つに分けられます。
一つは視覚を温存するための点眼療法と外科手
術です。長期的な視覚温存は基本的には外科手
術が必要になります。外科手術方法は色々と検
討されていますが、犬で安定した術後成績のあ
る報告は、人の小児緑内障や難治性緑内障など
に用いられるアーメド緑内障バルブを利用した
チューブシャント手術です（図１：赤丸内に見え
ているのが眼内のチューブ）。初期の報告では術
後１年の視覚保有率は約70％ですが、当大学に
おける手術成績は90％を超えています。一方、
完全に失明した眼に対しては、眼疼痛を解除し
て「生活の質」の確保を検討します。その方法は、
眼球線維膜（角膜と強膜）を残して眼内容物を摘
出し、そこに医療用シリコンボールを挿入する
眼内インプラント術や眼球摘出術が選択されま
す。
　犬緑内障は発症から失明までの期間が非常に
短いことが多いです。おかしいと感じたら、近
くの動物病院をできるだけ早く受診してあげて
ください。
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海洋生命科学部創立50周年記念式典
　昨年の10月９日（日）、相模原キャンパスで行われた海洋生命科学部創立50周年記念式典へ、PPAを代
表して和佐原会長と三輪監事のお二人にご出席いただきました。
　当日の様子や感想などを三輪監事にお願いし、ご執筆いただきましたので、以下のとおり掲載いたし
ます。

　海洋生命科学部創立50周
年、おめでとうございます。
　私は、娘が現在、看護学
部２年に在学していますが、

正直、海洋生命科学部のことはよくわかってい
ませんでした。
　その私が、先生のお話しを聞いたり、スライ
ドを見たりしていくにつれ、海洋生命科学部が
多大なる功績を残されていることを知ることが
できました。
　まず、私立大学として初の水産学部（その後、
海洋生命科学部に名称変更）であり、水産増殖の
分野で先駆けであったとのこと、また、私はシュ
ノーケリングや水族館に行くのがとても好きな
のですが、卒業生が全国の水族館で活躍してい
るとのことを知りました。
　さらには、現在、海や自然環境が昔に比べ悪
化していると危惧されていますが、海洋生命科
学部では、人類の幸せのため、海や生物のこと

を真摯に研究し、
課題解決のために
地域と連携しなが
ら、よりよい未来
のために実践して
いることを知りま
した。50年の活動
が、大変すばらし

かったことを式典会場に届けられた祝電や花束
の多さが物語っています。私たちの生活に、実
は不可欠な存在であったことを知ることができ
ました。
　なお、東日本大震災により、当時大船渡市三
陸町にあったキャンパスが相模原キャンパスに

移転するという、大変な経験をしながらも、逆
境に負けずに発展し続けている姿が、建学の精
神でもある、『不撓不屈』を体現していると思い
ます。
　式典での講演
の内容について
は、ここでは触
れませんが、た
だ、『覚悟ができ
れば、後悔はな
い』、『好きなこ
とを突き進め』
という言葉は娘に伝えたいと思います。
　式典終了後、学部棟の見学をさせていただき、
ミニ水族館など大変興味深かったのですが、な
かでも、日曜日にもかかわらず、多数の学生が
研究室にいたことに感心しました。
　最後に、今後とも海洋生命科学部が、北里大
学の理念でもある、生命の真理を探究し、実学
の精神をもって社会に貢献し続け、さらなる発
展をしていくことを祈念しております。当日は
貴重な時間を過ごさせていただき、誠にありが
とうございました。

～海洋生命科学部創立50周年記念式典へ出席して～
北里大学PPA 監事　三輪 哲哉

PPAとあじさい会（PPA OBの会）よりお花を
送りました。

式典の様子

内藤 洋氏（水産学部４回生）による講演会「豊穣
のカナダ西海岸・ベニサケの旅」のテーマで講演
が行われました。



　PPAでは、例年、北里大学入学センターからの依頼を受け、保護者向けプログラム「受験生・保護者を
対象とした進学相談会」としてPPA役員による講演を行っています。
　コロナ禍以前は、対面で北里祭（大学祭）と同時開催されて
いましたが、コロナ感染拡大が始まってからはオンライン配
信で行われてきました。
　今回も事前に撮影が行われ、昨年11月末までの約１ヶ月間
大学Webサイトにて配信されましたので報告いたします。

　保護者を代表して、PPA会長をはじめ10名の役員の皆様に、「親子でのりきる大学進学～北里大学にわが
子を入学させて」のテーマで、親子で取り組まれた受験当時の経験談等をお話しいただきました。

　受験生を抱える親御さんならではの共感できるお話しが盛りだくさんで、とても参考になる内容で
した。そして収録の最後には、皆様それぞれ、「ぜひ北里大学の入試に挑戦してください！」そして「悔
いの残らない受験を！」とエールを送られました。

・受験校を絞るために、卒業後の進路、高い就職率、国家試験合格率、通学にかかる時間等
総合的に考え作戦を立て臨まれたこと
・コロナ禍で大学に訪問できないため、Web開催のオープンキャンパスに参加したり、大学
が作成しているデジタルパンフレットを読んで理解を深めたこと
・親御さんご自身の受験当時の体験をお話しされ励まされたこと
・コロナに感染しないよう万全の体調管理に気を付けたこと
・合格の報を受け親子で喜び合ったこと
・何よりもお子さん自身の考え・意思を尊重すること　　　　　　　　　　　　　　  等々

昨年11月大学受験サイトで
１か月間配信されました。
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　PPA役員による北里大学進学相談会・特別講演（報告）

撮影風景

　北里大学就職センターの協力を得てPPAが窓口となり、お子様の就職に関する就職相談窓口を
開設しています。お気軽にご利用ください。
  実施は、毎週火曜日の午後（予約制）１回60分、１日２名となります。
  相談ご希望日の３日前までに、下記URLまたはQRコードから予約をお願いいたします。

予約時間 ①14：00～15：00　②15：30～16：30
（①または②のいずれかをお選びください）

相談方法 ①電話　②ZOOM　③訪問
（①～③のうちご希望をお選びください）

相 談 日 （毎週火曜日）  2023年１月～３月 1月
2月
3月

17日 ・ 24日 ・ 31日
  7日 ・ 14日 ・ 21日 ・ 28日
  7日 ・ 14日 ・ 28日

ホームページURL⇒https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/career_info.html

保護者対象お子様の就職に関する就職相談窓口
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2022年度PPA上半期事業報告（5月~10月）
　PPAの事業は常任理事会に設けられている企画・広報・福利厚生・共済の４つの委員会によって実施され
ています。本年度上半期の活動状況を報告させていただきます。

1.定期総会（Web決議および報告会）
１）2022年度定期総会は、全会員にWebによる事前
　 決議を実施しました。会員4,297名より回答があ 
　 りすべての議案が承認されました。
２）定期総会Web決議報告会
　  日時：2022年６月18日（土）
　  場所：ロイヤルパークホテル
　  内容：①動画上映　②講演会　③PPA会長・理事長・ 
　　　　 学長挨拶　④Web決議報告　⑤各学部説明会

2.第1回常任理事会・定例理事会・新旧役員懇談会
日時：2022年７月９日（土）
場所：ロイヤルパークホテル

3.第1回地区懇談会（静岡市）
７月31日（日）に開催予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大を受けて中止といたしました。

4.第2回常任理事会
日時：2022年９月10日（土）
場所：白金キャンパス

5.第2回地区懇談会（広島市）
日時：2022年10月15日（土）
場所：ホテルグランヴィア広島
内容：①動画上映　②講演会　③PPA会長・理事長・
　　 学長挨拶・就職センター事務長就職関連の説明
　     ④各学部説明会

企画担当委員会
1.福利厚生施設・設備・備品に対する支援事業
①薬学部　②獣医学部　③医学部　④海洋生命科学
部　⑤看護学部　⑥理学部　⑦医療衛生学部　⑧教
学センター　以上①~⑧に対して、
合計1,990,012円の備品援助を行いました。

2.学生の学習・課外活動に対する支援
①北里会体育会　②北里会文化会　③獣医学部北里
会　④医学部北里会　以上①～④に対して、
合計2,959,910円の備品援助を行いました。

3.学生の就職活動に対する支援事業
2022年７月に大学へ5,000,000円を寄付しました。

4.学生の課外活動における
　全国大会出場等に対する支援事業
２件200,000円の祝い金を購呈しました。

5.海洋生命科学部三陸臨海教育研究センター
　整備支援事業　
研修フロアの整備費用として７月に2,500,000円を寄付
しました。

福利厚生担当委員会

1.PPA会報272号の発行
　（定期総会報告号・36ページ９月発送済み）

内容：会長就任・退任挨拶、定期総会Web決議報告、
　　　学部説明会の様子（スナップ写真）、2022年度
　　　PPA役員・退任役員紹介、北里研究所事業計画・
　　　決算、北里研究所・北里大学の先生方ご紹介、
　　　シリーズ「ペットの病気と健康を考える（２）」、
　　　就職センターよりお知らせ、国家試験結果他。

2.活動記録の撮影
定期総会（報告会）、第１回常任理事会・定例理事会、
第２回地区懇談会（広島市）の撮影を行いました。

3.総会・地区懇談会の資料作成
・総会資料・講演会レジュメを作成し、総会当日会   
　場参加された会員に配付しました。
・懇談会資料・講演会レジュメを作成し、地区懇談会 
　（広島市）当日会場参加された会員に配付しました。

広報担当委員会

1.北里大学PPA共済制度
課外活動中の事故に対して医療見舞金を給付してい
ます。
10月現在 事故報告件数：31件
　　　　 給付件数：10件（給付合計額：190,235円）

2.北里大学PPA貸与奨学金制度
大学としては2018年度から寄付金の残余金額と奨学金
返還金で本制度が維持できるため、本制度にかかわる
予算措置は行わず、運営は大学に一任しています。
（９月選考結果：３名・1,800,000円）
3.北里大学PPA給付奨学金制度
2022年度支援として７月に6,000,000円の寄付をしま
した。運営は大学に一任しています。
（９月選考結果：４名・5,975,000円）
4.北里大学PPA弔慰金制度
PPA会員または学生が死亡した際に弔慰金（30,000
円）を給付しています。
10月現在…１件（保護者１名・学生０名）

共済担当委員会

※下半期の事業報告については、2023年９月発行の会報（定
期総会報告号）に年間を通しての事業報告として掲載いた
します。



　PPAでは、例年、北里大学入学センターからの依頼を受け、保護者向けプログラム「受験生・保護者を
対象とした進学相談会」としてPPA役員による講演を行っています。
　コロナ禍以前は、対面で北里祭（大学祭）と同時開催されて
いましたが、コロナ感染拡大が始まってからはオンライン配
信で行われてきました。
　今回も事前に撮影が行われ、昨年11月末までの約１ヶ月間
大学Webサイトにて配信されましたので報告いたします。

　保護者を代表して、PPA会長をはじめ10名の役員の皆様に、「親子でのりきる大学進学～北里大学にわが
子を入学させて」のテーマで、親子で取り組まれた受験当時の経験談等をお話しいただきました。

　受験生を抱える親御さんならではの共感できるお話しが盛りだくさんで、とても参考になる内容で
した。そして収録の最後には、皆様それぞれ、「ぜひ北里大学の入試に挑戦してください！」そして「悔
いの残らない受験を！」とエールを送られました。

・受験校を絞るために、卒業後の進路、高い就職率、国家試験合格率、通学にかかる時間等
総合的に考え作戦を立て臨まれたこと
・コロナ禍で大学に訪問できないため、Web開催のオープンキャンパスに参加したり、大学
が作成しているデジタルパンフレットを読んで理解を深めたこと
・親御さんご自身の受験当時の体験をお話しされ励まされたこと
・コロナに感染しないよう万全の体調管理に気を付けたこと
・合格の報を受け親子で喜び合ったこと
・何よりもお子さん自身の考え・意思を尊重すること　　　　　　　　　　　　　　  等々

昨年11月大学受験サイトで
１か月間配信されました。
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　PPA役員による北里大学進学相談会・特別講演（報告）

撮影風景

　北里大学就職センターの協力を得てPPAが窓口となり、お子様の就職に関する就職相談窓口を
開設しています。お気軽にご利用ください。
  実施は、毎週火曜日の午後（予約制）１回60分、１日２名となります。
  相談ご希望日の３日前までに、下記URLまたはQRコードから予約をお願いいたします。

予約時間 ①14：00～15：00　②15：30～16：30
（①または②のいずれかをお選びください）

相談方法 ①電話　②ZOOM　③訪問
（①～③のうちご希望をお選びください）

相 談 日 （毎週火曜日）  2023年１月～３月 1月
2月
3月

17日 ・ 24日 ・ 31日
  7日 ・ 14日 ・ 21日 ・ 28日
  7日 ・ 14日 ・ 28日

ホームページURL⇒https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/career_info.html

保護者対象お子様の就職に関する就職相談窓口

29

2022年度PPA上半期事業報告（5月~10月）
　PPAの事業は常任理事会に設けられている企画・広報・福利厚生・共済の４つの委員会によって実施され
ています。本年度上半期の活動状況を報告させていただきます。

1.定期総会（Web決議および報告会）
１）2022年度定期総会は、全会員にWebによる事前
　 決議を実施しました。会員4,297名より回答があ 
　 りすべての議案が承認されました。
２）定期総会Web決議報告会
　  日時：2022年６月18日（土）
　  場所：ロイヤルパークホテル
　  内容：①動画上映　②講演会　③PPA会長・理事長・ 
　　　　 学長挨拶　④Web決議報告　⑤各学部説明会

2.第1回常任理事会・定例理事会・新旧役員懇談会
日時：2022年７月９日（土）
場所：ロイヤルパークホテル

3.第1回地区懇談会（静岡市）
７月31日（日）に開催予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大を受けて中止といたしました。

4.第2回常任理事会
日時：2022年９月10日（土）
場所：白金キャンパス

5.第2回地区懇談会（広島市）
日時：2022年10月15日（土）
場所：ホテルグランヴィア広島
内容：①動画上映　②講演会　③PPA会長・理事長・
　　 学長挨拶・就職センター事務長就職関連の説明
　     ④各学部説明会

企画担当委員会
1.福利厚生施設・設備・備品に対する支援事業
①薬学部　②獣医学部　③医学部　④海洋生命科学
部　⑤看護学部　⑥理学部　⑦医療衛生学部　⑧教
学センター　以上①~⑧に対して、
合計1,990,012円の備品援助を行いました。

2.学生の学習・課外活動に対する支援
①北里会体育会　②北里会文化会　③獣医学部北里
会　④医学部北里会　以上①～④に対して、
合計2,959,910円の備品援助を行いました。

3.学生の就職活動に対する支援事業
2022年７月に大学へ5,000,000円を寄付しました。

4.学生の課外活動における
　全国大会出場等に対する支援事業
２件200,000円の祝い金を購呈しました。

5.海洋生命科学部三陸臨海教育研究センター
　整備支援事業　
研修フロアの整備費用として７月に2,500,000円を寄付
しました。

福利厚生担当委員会

1.PPA会報272号の発行
　（定期総会報告号・36ページ９月発送済み）

内容：会長就任・退任挨拶、定期総会Web決議報告、
　　　学部説明会の様子（スナップ写真）、2022年度
　　　PPA役員・退任役員紹介、北里研究所事業計画・
　　　決算、北里研究所・北里大学の先生方ご紹介、
　　　シリーズ「ペットの病気と健康を考える（２）」、
　　　就職センターよりお知らせ、国家試験結果他。

2.活動記録の撮影
定期総会（報告会）、第１回常任理事会・定例理事会、
第２回地区懇談会（広島市）の撮影を行いました。

3.総会・地区懇談会の資料作成
・総会資料・講演会レジュメを作成し、総会当日会   
　場参加された会員に配付しました。
・懇談会資料・講演会レジュメを作成し、地区懇談会 
　（広島市）当日会場参加された会員に配付しました。

広報担当委員会

1.北里大学PPA共済制度
課外活動中の事故に対して医療見舞金を給付してい
ます。
10月現在 事故報告件数：31件
　　　　 給付件数：10件（給付合計額：190,235円）

2.北里大学PPA貸与奨学金制度
大学としては2018年度から寄付金の残余金額と奨学金
返還金で本制度が維持できるため、本制度にかかわる
予算措置は行わず、運営は大学に一任しています。
（９月選考結果：３名・1,800,000円）
3.北里大学PPA給付奨学金制度
2022年度支援として７月に6,000,000円の寄付をしま
した。運営は大学に一任しています。
（９月選考結果：４名・5,975,000円）
4.北里大学PPA弔慰金制度
PPA会員または学生が死亡した際に弔慰金（30,000
円）を給付しています。
10月現在…１件（保護者１名・学生０名）

共済担当委員会

※下半期の事業報告については、2023年９月発行の会報（定
期総会報告号）に年間を通しての事業報告として掲載いた
します。
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＜２０２３年春に行われる国家試験の日程＞
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言 語 聴 覚 士

視 能 訓 練 士

臨床工学技士

診療放射線技師

管 理 栄 養 士

２０２３年２月１８日（土）～１９（日）

２０２３年２月１４日（火）～１５日（水）

２０２３年２月　４日（土）～　５日（日）

２０２３年２月１０日（金）

２０２３年２月　９日（木）

２０２３年２月１２日（日）

２０２３年２月１５日（水）

２０２３年２月１９日（日）、２０日（月）※

２０２３年２月１９日（日）、２０日（月）※

２０２３年２月１８日（土）

２０２３年２月１６日（木）

２０２３年３月　５日（日）

２０２３年２月１６日（木）

２０２３年２月２６日（日）

２０２３年３月２２日（水）

２０２３年３月１４日（火）

２０２３年３月１６日（木）

２０２３年３月２４日（金）

２０２３年３月２４日（金）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２４日（金）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２４日（金）

２０２３年３月２３日（木）

２０２３年３月２４日（金）

試 験 日 合格発表日

※重度視力障害者のみ

2021年度学位記授与式（パシフィコ横浜）
卒業生と教職員のみで執り行われました。

　2022年度学位記授与式は、上記のとおり開催を
予定しております。
　開催方法、内容については、現在検討中です。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、予定を変更する可能性があります。随時大学
Webサイトに掲出されますのでご確認ください。

〇北里大学学位記授与式
　日時：2023年３月21日（火）10時より
　場所：パシフィコ横浜 国立大ホール
〇北里大学獣医学部学位記授与式
　日時：2023年３月９日（木）10時より
　場所：十和田市民文化センター

　前号９月号（272号）でご紹介し、希望者に郵送
いたしました就職センター提供の「保護者向け就職
ガイドブック（冊子）」と「進路データ」2022年度版
を、引き続きご希望の会員の方に送付いたしま
す。（９月号で希望者にお送りした冊子と同じで
す）。お気軽にメールにてお申し出ください。
　その際、以下の４点を明記ください。
　　①会員（保護者）のお名前　　
　　②お子様の学籍番号・お名前　　
　　③送付先住所　　
　　④宛先不明などの場合の連絡先携帯番号
　　 ※数に限りがありますので在庫がなくなり次第配 
　　 付を終了します。その際はご容赦ください。
　PPA連絡先は最後のページをご覧ください。

2022年度北里大学学位記
授与式日程

保護者向け就職ガイドブック・
進路データ送付のご案内
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最近の事故受付のケースとして、扶養者様が万一の場合の補償がとても重点となっております。まさか・・が、起こって
しまうのです。学生のその後の学資費用の負担を考え、ご連絡をいただく事が大学も弊社も多くなってきております。
学生総合保障制度は、扶養者様が万一の際の学資費用の補償が付帯されています。基本タイプをお選びいただければ、
扶養者様がケガや病気で万一の場合も補償されます。是非、基本タイプにご加入されることをお勧めいたします。
ご加入されている方でも、基本タイプへの変更が可能です。是非ご相談ください。

扶養者様が万一ケガや病気で就業不能となり、収入が減少または途絶えた場合でも、お子様の学業が継続できるように、
学費または生活費の一部を補償する制度です。

『学生総合保障制度』にご加入いただいております加入者様につきましては、2023年４月１日に満期を迎えます。長い間
有難うございます。そこで、２月に『卒業生向けの傷害保険』のご案内をお送りさせていただきますので、引き続きご検討
をお願い申し上げます。

自転車に乗られる方は「自転車保険」の加入が義務化されております。（東京、神奈川、埼玉など…）「自転車保険」とは
自転車運転中の事故でご自身のケガや他人にケガを負わせてしまった場合に相手への賠償に備える保険です。近年、
自転車事故による高額賠償（過去の判例　9,521万円）も増えており被害者の救済はもとより、加害者の救済の為にも
全国的に「自転車保険」の加入義務化が進んでおります。ご案内の「学生総合保障制度」には「自転車保険」も含まれており
万が一の事故が起きた場合も安心です。制度に関心のある方は、会報に同封しましたチラシをご覧ください。（既に
ご加入の方におかれましては重複のご案内ですが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。）

『学生総合保障制度』にご加入されていますか？ ≪北里大学 北里大学PPA推奨≫

『保護者総合保障』

『学生総合保障制度』にご加入の皆様へ

【学資費用とは・・】
●在学期間中に大学に納付する授業料・実験・実習費など　●大学の講義に必須である教科書・教材などの購入費用

2023年４月より２年生に進級される≪獣医学部・薬学部≫の皆様につきましては、キャンパス移動に伴いお手続きが
必要な場合があります。２月上旬に弊社より変更手続きの書類をお送りいたしますので、お手続きくださいますよう
お願い申し上げます。

住所変更・タイプ変更のお手続きについて≪予告ご案内≫

今年度ご卒業予定で『学生総合保障制度』にご加入いただいている皆様へ

多くのＰＰＡ会員の皆様にご好評いただいております両制度は、
団体割引を適用した割安な保険料で提供させていただいております。

自転車をご利用の学生、保護者様へ

このご案内は団体総合生活保険の概要を紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。

メールはこちらから→
hokendesk
@kitasato-life.co.jp

≪お問合せ先≫
北里ライフサービス株式会社　営業部（保険担当）
〒252-0329　神奈川県相模原市南区北里1-15-1  北里大学相模原キャンパス内　
ＴＥＬ：042-778-9288（ホームページ：https://www.kitasato-life.co.jp/）
（電話受付：平日 月～金 8：30～17：00） 引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 【2022年10月作成】 22-TC06243

北里ライフサービス（株）

『学生総合保障制度』『保護者総合保障制度』
新規募集のご案内

2023年度4月始期 北里大学保護者の皆様へ
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卒業生と教職員のみで執り行われました。

　2022年度学位記授与式は、上記のとおり開催を
予定しております。
　開催方法、内容については、現在検討中です。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、予定を変更する可能性があります。随時大学
Webサイトに掲出されますのでご確認ください。

〇北里大学学位記授与式
　日時：2023年３月21日（火）10時より
　場所：パシフィコ横浜 国立大ホール
〇北里大学獣医学部学位記授与式
　日時：2023年３月９日（木）10時より
　場所：十和田市民文化センター

　前号９月号（272号）でご紹介し、希望者に郵送
いたしました就職センター提供の「保護者向け就職
ガイドブック（冊子）」と「進路データ」2022年度版
を、引き続きご希望の会員の方に送付いたしま
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2022年度北里大学学位記
授与式日程

保護者向け就職ガイドブック・
進路データ送付のご案内
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最近の事故受付のケースとして、扶養者様が万一の場合の補償がとても重点となっております。まさか・・が、起こって
しまうのです。学生のその後の学資費用の負担を考え、ご連絡をいただく事が大学も弊社も多くなってきております。
学生総合保障制度は、扶養者様が万一の際の学資費用の補償が付帯されています。基本タイプをお選びいただければ、
扶養者様がケガや病気で万一の場合も補償されます。是非、基本タイプにご加入されることをお勧めいたします。
ご加入されている方でも、基本タイプへの変更が可能です。是非ご相談ください。

扶養者様が万一ケガや病気で就業不能となり、収入が減少または途絶えた場合でも、お子様の学業が継続できるように、
学費または生活費の一部を補償する制度です。

『学生総合保障制度』にご加入いただいております加入者様につきましては、2023年４月１日に満期を迎えます。長い間
有難うございます。そこで、２月に『卒業生向けの傷害保険』のご案内をお送りさせていただきますので、引き続きご検討
をお願い申し上げます。

自転車に乗られる方は「自転車保険」の加入が義務化されております。（東京、神奈川、埼玉など…）「自転車保険」とは
自転車運転中の事故でご自身のケガや他人にケガを負わせてしまった場合に相手への賠償に備える保険です。近年、
自転車事故による高額賠償（過去の判例　9,521万円）も増えており被害者の救済はもとより、加害者の救済の為にも
全国的に「自転車保険」の加入義務化が進んでおります。ご案内の「学生総合保障制度」には「自転車保険」も含まれており
万が一の事故が起きた場合も安心です。制度に関心のある方は、会報に同封しましたチラシをご覧ください。（既に
ご加入の方におかれましては重複のご案内ですが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。）

『学生総合保障制度』にご加入されていますか？ ≪北里大学 北里大学PPA推奨≫

『保護者総合保障』

『学生総合保障制度』にご加入の皆様へ

【学資費用とは・・】
●在学期間中に大学に納付する授業料・実験・実習費など　●大学の講義に必須である教科書・教材などの購入費用

2023年４月より２年生に進級される≪獣医学部・薬学部≫の皆様につきましては、キャンパス移動に伴いお手続きが
必要な場合があります。２月上旬に弊社より変更手続きの書類をお送りいたしますので、お手続きくださいますよう
お願い申し上げます。

住所変更・タイプ変更のお手続きについて≪予告ご案内≫

今年度ご卒業予定で『学生総合保障制度』にご加入いただいている皆様へ

多くのＰＰＡ会員の皆様にご好評いただいております両制度は、
団体割引を適用した割安な保険料で提供させていただいております。

自転車をご利用の学生、保護者様へ

このご案内は団体総合生活保険の概要を紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。

メールはこちらから→
hokendesk
@kitasato-life.co.jp

≪お問合せ先≫
北里ライフサービス株式会社　営業部（保険担当）
〒252-0329　神奈川県相模原市南区北里1-15-1  北里大学相模原キャンパス内　
ＴＥＬ：042-778-9288（ホームページ：https://www.kitasato-life.co.jp/）
（電話受付：平日 月～金 8：30～17：00） 引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 【2022年10月作成】 22-TC06243

北里ライフサービス（株）

『学生総合保障制度』『保護者総合保障制度』
新規募集のご案内

2023年度4月始期 北里大学保護者の皆様へ
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東京白金キャンパスにある
北里柴三郎記念館
（2階にPPA事務局があります）

熊本県小国町にある北里柴三郎記念館 貴賓館（P24に紹介記事）
記念館展示室

（熊本県小国町）

新年のご挨拶　小林 弘祐理事長
新年のご挨拶　島袋 香子学長
年頭のご挨拶　和佐原 征一郎会長
地区懇談会（広島市）開催報告
講演「家族の一員である犬・猫の健康を考える」
新学部紹介（未来工学部）
北里研究所報ダイジェスト
教学センター topics！

就職センターより
各学部行事予定
北里柴三郎記念館（熊本県小国町）紹介
ペットの病気と健康を考える（3）
海洋生命科学部創立50周年記念式典に参加して
PPA役員による特別講演／就職相談窓口案内
PPA上半期事業報告
学位記授与式日程／国家試験日程
学生・保護者総合保障制度のご案内
2023年度会費／定期総会について他
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新 年 号

　新年あけましておめでとうございます。
　新しい年を迎え、理事長・学長にご挨拶をいただきました。
また北里柴三郎博士生誕の地、熊本県小国町にある北里柴三郎
記念館の紹介を、北里英郎館長にご執筆いただきました。ありがとうございました。
　昨年10月には３年ぶりに広島市にて地区懇談会を行うことができました。コロナ禍での開催で状況が不安
定な中、足をお運びくださった皆様、誠にありがとうございました。
　2023年度は、７月に新潟市、10月に盛岡市にて地区懇談会を予定しております。新型コロナウイルス感染対
策を講じた上で、多くの会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。
　PPAとしては引き続き新型コロナウイルス感染拡大に留意しながら、本来の役目である保護者の皆様と先
生方との橋渡し役として、事業を進めてまいります。
　この度の会報発行に際しまして、ご執筆・ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。今後も会報
充実のため、皆様のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、本年が、会員の皆様にとりまして幸多き年になりますようお祈り申し上げます。

北里大学PPA会報273号［2022年度第2号］ <発行>北里大学PPA <発行責任者>和佐原 征一郎 <編集>広報担当委員会

編集後記

郵便物：〒108-8641東京都港区白金5-9-1  北里大学PPA事務局
電話：03-3442-1032　FAX：03-3442-1031　E-mail：ppajimu@kitasato-u.ac.jp

PPA事務局
連絡先

ご住所などが変更になった際は、お手数ですが、お子様を通して、学部事務室へのご連絡をお願いいたします。

https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/

　昨年度同様、全会員に対し事前にWebでの決議をお願いし、その後、決議内容の報告を、会場
開催の場で行います。

　Web決議アクセス方法、会場開催詳細等に
ついては、４月発行の会報275号（入学式号）
に掲載するとともに、５月中旬ごろに全会員
宛に正式なご案内を郵送いたします。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大
の状況によっては予定や内容を変更する可能
性もあります。随時、PPAホームページに掲
出いたしますのでご確認ください。

2023年度PPA定期総会について

　昨年度までの２年間は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の一部が実施できず、
未執行予算相当額を減額いたしましたが、2023年度からは、年会費10,000円（例年に戻し）
の振込用紙を、４月発行の会報275号（入学式号）に同封し、納入期限は5/10（水）までとさ
せていただきます。
　北里大学PPAは皆様からの会費収入で運営されています。引き続きご理解・ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。

2023年度PPA会費について（在校生会員の皆様）

2023年
6月10日（土）
ロイヤルパークホテル
東京都中央区日本橋蠣殻町 2-1-1

会　場
開催日

場　所

2022年度PPA定期総会（報告会）
３年ぶりに東京のロイヤルパークホテルで行われました。
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